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食の宗教規定に関する比較研究
― アメリカとイスラエルにおけるコシェル（ユダヤ教の食物規定）
「スシ」―
コシェル（もしくはコーシャ）とはユダヤ教の価値判断基準であり、ユダヤ教にとって「適正な」、もしく
は「清浄な」ものという意の形容詞である。本来はユダヤ教徒として遵守すべきことがらについて判断
するものであるが、実質的には食の規定をあらわす指針を表す。モーセ五書（旧約聖書）に示された
さまざまな規定を後代のラビ（ユダヤ教の宗教指導者）が解釈し、現在の規範となった。
今回の研究はこうしたこれまでの研究蓄積を活かし、イスラエルのコシェルとコシェル先進国であるア
メリカの事例を「スシ」というグローバルな日本食品から比較することで食のグローバル化／グローカル
化と宗教規範がどのように連携しているのかを検討するものである。
本論ではまずコシェルとはなにかについてまとめている。ユダヤ教の食物規定であるコシェルの特徴を
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いくつかポイントを挙げて説明している。
次に、アメリカにおけるコシェルの状況とスシ文化を概観した。コシェル食品はユダヤ教の規範に則っ
たものである一方で、食の安全を担保するものとして非ユダヤ教徒以外にも流通している。寿司に関
しては、アメリカをはじめ欧米では生魚を食べる習慣がなかったため、冷蔵技術と輸送網の発達した
1970 年代ごろにスシ店が開業した。そして1980 年代にはすでにユダヤ教徒からの要請でコシェル・ス
シ店が現われた。現在のアメリカではスシはエスニックフードの代表として広く受け入れられている。そ
れはスシがローカル化したことが大きい。一方ニューヨークのコシェル・スシ店に関しては完全に敬虔な
ユダヤ教徒のために存在していた。
一方イスラエルはユダヤ教徒が多数派を占める国家ではスシのブームがおこっている。商業都市テ
ルアビブでは半径 2 キロ四方に 50 余りの寿司店が存在し、あるデータでは 100 軒ほどあるとも言われ
ている。ユダヤ教国家であるイスラエルでもコシェルのスシ店と非コシェルのスシ店が並立しているが、
ニューヨークと異なりコシェル店は、宗教的なユダヤ人と世俗的なユダヤ人が両方とも顧客となってお
り、幅広い客層を獲得していた。一方で、健康食品などはコシェルでないものも多く、コシェル = 食の
安全・健康志向というアメリカでの受容とは異なる状況であった。
また、2 地域で共通の部分としてあるのは日本的な「寿司」との未接点の問題である。コシェル店を
営む人自身が信仰のあるユダヤ教徒であるため、日本で一般的に提供されている寿司を食べた経験
もないままいわゆるローカライズしたスシを元に、現地調達の食材を利用した寿司を提供している。その
ためか実際の日本食とはかけ離れたメニューや表記のミスなどが散見される。その上、コシェル認定さ
れているスシ関連の食材がほとんど中国産であるため、日本からの食品が使用されていない。またこれ
はコシェル寿司店に限った問題ではなく、高級寿司店を除いた「ファスト・フード」として受け入れられ
ているスシのほとんどは安価な中国産食材を使用している。そのため、コシェルのスシと大衆店の非コ
シェルのスシはほとんど変わらないものになっている。
本調査で明らかになったことの1 点目は、コシェル食品とコシェル・スシの需要に関する、ニューヨーク
（アメリカ）とテルアビブ（イスラエル）の相違点についてである。前述した通り、アメリカのコシェル食品
は非ユダヤ教徒に「食の安全を担保するもの」、もしくはある種の健康食品として受け入れられ市場を
拡大している。しかし今回の調査で訪れたコシェル寿司店はその店があるコミュニティのユダヤ教徒を
対象としており、完全に宗教的な人々のものであった。一方イスラエルでは、ユダヤ人が多数派である
ものの、あえてコシェル食品を選択しないという層も多く、健康食品などはコシェル認定をされていない
ものも多い。コシェル食品にこだわるのは宗教派が中心である。しかし、スシ店に関しては、コシェル・
スシ店であっても非コシェルのスシ店と同様に利用する世俗派層がおり、コシェルのスシ店は宗教派・
世俗派双方に利用されていることが判明した。
コシェル・スシの変容が 2 点目のポイントである。本研究では、アメリカで誕生したローカライズされた
スシがコシェル認定を受け、それがイスラエルに入って再度ローカライズすることでより「原型」と離れた
スシが誕生した、と仮説を立てて検討した。結果、イスラエルで厳格化されたコシェルのスシは、再度ア
メリカのユダヤ人正統派に受け入れられ「逆輸入」されたという新たな状況が確認できた。
コシェルのスシは「寿司」のオーセンティシティとの対極にある。しかしながら、変化を遂げグローバル
食となったスシを「本物でなない」と切り捨てるのではなく、受け入れられていること自体を評価するべき
なのかもしれない。

2

はじめに
コシェル（もしくはコーシャ 1 ）とはユダヤ教の価値判断基準であり、ユダヤ教にとって「適正な」、もし
くは「清浄な」ものという意の形容詞である。本来はユダヤ教徒として遵守すべきことがらについて判
断するものであるが、実質的には食の規定をあらわす指針を表す。モーセ五書（旧約聖書）に示され
たさまざまな規定を後代のラビ（ユダヤ教の宗教指導者）が解釈し、現在の規範となった。特にユダヤ
教に関する汚穢の規定が列挙されているレビ記の11 章は、具体的な動物名を挙げ、食べて良い／食
べてはいけないものを指示している。
近年、世界宗教となったイスラームの食物基準であるハラールが注目され、日本でもハラール関連事
業はブームと言って良いほどの盛り上がりを見せている。それと比較すると、世界で1,400 万人程度にす
ぎないユダヤ教徒の食物規定に対応する必要はないかもしれない。しかし、アメリカではユダヤ教のみ
ならず食の安全を重視する富裕層などにコシェルが取り入れられており2 、実際アメリカに進出する大手
企業はブーム以前からコシェルに対応した製品を現地生産している 3 。今やコシェル市場は 100 億ドル
を超える市場規模だという試算も出ている。ハラールブームによる食の規定への世界的関心も相まっ
て、小規模ではあるが日本国内でコシェルに取り組む団体も現れ、独自の認定も始まった 4 。
コシェルの基本はハラール同様、食肉の規定である。蹄が割れて反芻する牛・鶏・羊のみがコシェ
ルであり、それも専門の屠畜人（ショヘート）が頸動脈を切り、脂肪の切除・血抜きを行って加工し検査
官（マシュギアフ）にチェックを受けた肉のみが認められる5 。
ハラールとコシェルの最大の相違点はアルコールに関する扱いである。ハラールは豚肉とともにアル
コールは厳しく禁止されている。一方コシェルではアルコールもその原材料や製造過程に含まれる物質
がコシェルであれば、コシェルとして認められる6 。

1 ヘブライ語では kasher 、もしくは名詞形で kashrut という。「コーシャ」というのは kosher 自体がアメリカとの
かかわりから入ってきた言葉であったため英語発音が一部定着したためである。「コシェル」という語はヨーロッパ
からのユダヤ系移民の言葉イディッシュ語のものであるが、ヘブライ語の原語よりも定着して使われているため、
本論では引用などを除いて用語を「コシェル」で統一する。
2 市場調査会社 Mintel が 2008 年に行なった調査によると、アメリカのコシェル食品の消費のうちユダヤ教を遵守
する人が買う割合は 14 ％にすぎず、およそ 6 割の人が商品の質が高いからという理由でコシェル食品を選んでい
るのだという（Mintel 2009. ）。
3 海外進出している大手企業（キッコーマン、宝酒造、ミツカン、明治製菓など）は早くからコシェル認定を受けた食
品を生産、アメリカで販売している。
4 第二次世界大戦後は日本のユダヤ教団が在日ユダヤ人のためにコシェル食品の提供を行っていた。しかし 1999 年
にハバッド派のラビが認証を始めて以降、欧米の認証団体と生産者を繋ぎコンサルティングを行う会社などが設立
されている。
5 ユダヤ教にとって動物の血は忌むべきものである。聖書でも「あなたたちはまた、あなたたちが住むどの場所にお
いてであれ、鳥についても家畜についても、決して血を食べてはならない／もしある者が、どんな仕方であれ血を
食べたならば、その者は自分の一族の中から絶たれるであろう」
（レビ記 7：26-27）
「だからこそ、わたしはイスラ
エルの子らにこう言ったのだ／あなたたちの誰であれ、決して血を食べてはならない」
（同 17：12-13 ）と記載さ
れている。イスラームでも血の接種は禁忌であるため屠畜の際は血を水で流して処理するが、ユダヤ教の場合は
塩を使って徹底的に血抜きを行う。
6 アルコールのなかでもワインのみ、厳しい基準が定められている。それは神殿での祭事が営まれていたころのユダ
ヤ教では、ワインやその原料であるブドウは神に捧げる神聖なものであった。そのため、ワインは敬虔なユダヤ教
徒の手によるもののみがコシェル認定される。ワインについては拙稿（細田［2017］）を参照せよ。
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その他、肉類と乳製品の分離 7 や、安息日の規定などハラールより広範な規定をもつことから、ハラー
ルよりも厳格だと見なされている。そのため、アメリカではハラール食品の代用としてコシェル食品を選
択するムスリムもいる。
コシェルに関しては欧米の研究業績は多い 8 ものの、日本において専門的なものはこれまでほとんど
存在していない 9 。2014 年に刊行されたジェトロによるコシェル（コーシャ）調査がおそらく初めての本格
的な調査報告である10 。
一方グローバル食の代表となったスシではあるが、
「寿司」を定義することは困難である。一般的に
は「酢の味をつけた飯」と定義される。しかしながらおから寿司など飯を使わないものや、海外などで
は酢飯を使わないものも「寿司」と呼ばれている。そのため「寿司と呼ばれているものを寿司とする」と
した解釈をする研究もある 11 。寿司に関する日本の研究動向は日比野［ 2016 ］にまとめられている。
日比野によると、古くから語源の検討や歴史、調理法などを記した文献は数多く見られるものの、寿司
を文化として扱い検討を行ったのは篠田統の一連の功績 12 が大きいという。本報告で扱われるようなグ
ローバル化した現代のスシ文化という観点では、シンガポールでのスシ受容について人類学的調査を
行なった呉［ 2001 ］や、世界で広がったさまざまな種類のスシについて紹介を行なった松本［ 2002 ］、
福江［ 2010 ］などがある。
筆者はこれまでイスラエルにおけるコシェル食の社会的受容について調査・検討を行っていた。その
過程で、グローバル食として日本食の代表と言っても過言ではないスシがイスラエル社会に定着しつつ
あることに注目した。今回の研究はこうしたこれまでの研究蓄積を活かし、さらにコシェル先進国である
アメリカの事例と比較することで食のグローバル化／グローカル化と宗教規範がどのように連携するの
かを検討するものである。

1. アメリカにおけるすし文化とコシェル
前述した通り、コシェルの本来は食肉の規定が中心である。中世ヨーロッパにも屠畜人やマシュギア
フが存在したし、ユダヤ教徒はそうしたコシェル肉のみを消費していた。16 世紀には現在のコシェルの

7 「子山羊をその母の乳で煮てはならない」という文言は出エジプト記（ 23：19, 34：26 ）をはじめとして申命記
（ 14：21 ）にも記されている。それが後年解釈されて肉類と乳製品の分離という規定になった。この規定は単に
食品自体だけに適用されるわけではなく、食器類や台所に至るまで分けなければならない。また、肉を食べた後乳
製品を摂る場合は 6 時間あけなければならないというルールもあるため、食後のコーヒーにミルクを入れないなど
の対応が必要となる。
8 Fishkoff［ 2010 ］, Issenberg［ 2007 ］など。また宗教の浄／不浄について何が「穢れたもの」とされるのかを
検討した Douglas［ 1966 ］ではレビ記の記述を元に生物として完全ではないものを「穢れ」と見なすのだと結論
付けている。
9 コシェル食品についての一般的な知識と他者との関わりについては拙稿（細田［ 2016 ］）にまとめている。
10 ここ数年、日本の地方自治体からハラールガイドやムスリムへの対応を説明した飲食店・観光業者向けのガイドを
発行しているが、2017 年に初めてコシェルのガイドブックが静岡県から発行された。
11 日比野［2016：6. ］
12 篠田［1961, 1977 改定］、
［ 1966, 1970 改定］など
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運用に関する規制が確立したという13 。
大航海時代の到来によりオランダやド
イツ、イギリスから新大陸への移民が始
まり、ユダヤ教徒も新天地を目指した。こ
うしたユダヤ人たちによって 17 世紀にす
でにアメリカ大 陸での最 初の教 会が設
立され、コシェル屠畜が開始された 14 。
19 世紀末にはコシェル食肉の認定も始ま
り、20 世紀には OU（オーソドックス・ユ
ニオン）がコシェルを認定する部署を設

写真 1. キングス・ハイウェイのコシェル・スシ店

立し、食肉以外のコシェル認定が本格的

（ 2016 年 11月撮影）

に始まった 15 。こうした認定が加工品まで
及び、それがのちにユダヤ国家として建
国したイスラエルに引き継がれた。現在
アメリカで取引されている食品のおよそ
4 割がコシェルに対応しており16 、今では非
ユダヤ教徒が無意識に購入するほど身近
なものになった。
近年、世界中で日本食がブームになって
いる。JETRO の調査報告書でもアメリカ
で人気のあるエスニック料理では中華、メ
キシコ料理、イタリア料理に続いて4 位だっ
たと記されている17 。

写真 2 . コシェル・スシ「 Yamato Roll 」
（ニューヨーク、2016 年 11月撮影）

そもそもアメリカ人が寿司を食べるように

なったのは 1970 年代以降であるという。それは生魚を食べる習慣がなく、抵抗感が強かったのと、新
鮮な魚介類の輸送が未発達で確保が困難であったことが原因だと考えられている 18 。その後冷蔵技
術の発展と流通交通網の整備によって質の良い生魚が手に入るようになると、ロスアンゼルスやニュー
ヨークに寿司店が開店し始める。

13 ツファット（現在のイスラエルの町）出身のラビ、ジョセフ・カロ（ Joseph Caro：1488-1575 ）による
Shlukhan Arukh（ 1563 ）が現在のユダヤ法の基準となっており、その中に食物規定も含まれている。
14 OK Kosher のウェブサイトより。
http://www.ok.org/about/our-ongoing-story/a-timeline-of-kosher/（ 2017/12/28アクセス）
15 アメリカで発行されている雑誌 Kashrus Magazine によると、世界中にコシェル認定機関は 1,371 あるという。
最大手の OU（オーソドックス・ユニオン）は800,000 点以上の食品に認証を出している。
16 Mintel の調査報告を元にした Quartz の記事より。
17 農林水産省［2015：4. ］。米国の大衆誌 Parada Magazine 誌（ 2015 年 5 月 15日）掲載の食に関するテーマ
を専門とする米国の調査会社 Technomic（本社：イリノイ州シカゴ）のデータ。
18 Bestor［2000：56. ］
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コシェルのスシ店が生まれたのは、1980
年代ニューヨークのソーホーの Shalom
Sushiとアッパー・イーストサイドに開店した

Haikara Grill だという19 。
寿司がアメリカをはじめ世界的に受け入
れられたのはスシの「ローカル化」の側面
が大きい。生魚が苦手な人のために考案
されたアボカドとカニカマ（もしくは茹でた
カニの足）を巻いたカリフォルニア・ロール
や、クリームチーズを巻いたフィラデル
フィア・ロールは、海苔を内側に巻き込む
「裏巻き」をすることで、より広く受け入れら

写真 3 . キングス・ハイウェイのコシェル・スシ店に掲示された
安息日の時刻（ 2016 年 11月撮影）

れた。また、ベジタリアン向けにキュウリや椎茸、人参などを巻いたスシも登場した。さらにはスシ自体に
衣をつけて揚げることで、スシと天ぷらのいいとこ取りをしたものもある。
コシェルの規定でスシと大きくかかわるものとしては、水に生きる動物についての規定がある。コシェ
ルでは陸に住む動物、水に生きる動物、空を飛ぶ動物を分類してそれぞれのコシェル／非コシェルを
規定している。この規定に照らし合わせると、いわゆる「魚」の形をしたものとその卵のみがネタとして
扱われ、高級店で扱われるようなホタテやウニ、カニ、貝類などは、コシェルのスシ店では提供できない。
アメリカにおけるコシェル・スシ店はあくまでもユダヤ教徒、特にその地域に暮らすユダヤ教徒のため
に存在する。顧客のほとんどが近隣のユダヤ教徒であり、他のコミュニティから食べに来る人や非ユダ
ヤ教徒の客はほとんど見られない。店の入り口には「コシェル」であることが明記され、さらに入り口に
はその週の安息日の開始時刻が掲示してある20 。

2 . イスラエルにおけるスシ文化
ユダヤ教徒が多数派を占める 21 イスラエルは世界有数の寿司店が集中する都市である。10 年
ほど前までは高級ホテルのレストランや外国人向けの店舗が数店あるだけだったのが、2008 年に
はテルアビブのスシ店が 100 件を超え（うち 2 割がコシェル）、東京、ニューヨークに継ぐ数のスシ店
が軒を連ねていると報道された 22 。イスラエルの飲食店は入れ替わりが激しく、営業している店舗
を把握することは困難であるものの、調査を行なった 2015-16 年でも半径 2 キロ四方程度の範囲に

19 松本［2002：39-40. ］
20 安息日は毎週金曜の日没から始まるが、その開始時刻は毎週異なるため周知の必要がある。
21 ユダヤ教徒といっても人びとそれぞれに信仰の浅深の度合いは異なる。実際国民の 6 － 7 割が世俗派と呼ばれる
人びとで、ユダヤ教の信仰活動をほとんど行わない。こうした人びとにとってはコシェル／非コシェルはそれほど
問題にならない。
22 Saradas-Trutino［ 2008 ］, インターネット版 Ynetより。
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47 件のスシ店が存在した 23 。確認できた店舗のうち、15 件がコシェル対応であった。テルアビブはイス
ラエルの中でも宗教派の人口が低く、飲食店のうちのコシェル率は32％程度である24 。
あるイスラエルのコシェル・スシ店の板前は、イスラエルにおいてはコシェル対応にすることでユダ
ヤ教の宗教派 25 も世俗派（宗教的な規範に頓着しない人々）も両方に対応できる。コシェルにしない
と宗教派のお得意様をなくすことになる、と語った 26 。
テルアビブのコシェル寿司店は近隣の
ユダヤ教徒ための店ではなく、あくまで他
の飲食店同様、
「コシェル対応しているの
で信仰のあるユダヤ教徒が安心して食べ
られますよ」というラベルにすぎない。その
ため、客層も超正統派のユダヤ教徒だけ
ではなく、単に今日はヘルシーなエスニック
フードを食べたい気分だからこの店に来
た、というような若者の集団など幅広い。
実際、イスラエルのスシ店ではコシェル店
／非コシェル店ともメニューがあまり変わら
ない。寿司ネタも茹でたエビがあるか否か

写真4 . コシェル・スシ店の外観（テルアビブ、2015年8月撮影）

程度の違いで、スシ店をうたっていてもタイ
料理のパッタイや韓国料理のビビンパなど
を扱うことも多く、
「スシ」という言葉が東・
東南アジアのエスニックフードを代表したも
のとして捉えられているとも言える。イスラ
エルの消費者にとって、少なくともスシ店に
関してはコシェルか非コシェルかの違いは
営業日の違いのみとも言える。つまり、安息
日である土曜日（金曜の日没から土曜の日
没まで）に営業を行わないのがコシェル店
で、その期間営業をするのが非コシェル
店だ、という違いである。ただしコシェルを

写真5 . コシェル・スシ（中に火を通したサーモンが隠れており、
テリヤキ・ソースか辛みをつけたマヨネーズで食べる）
（エルサレム、2016 年 8月撮影）

23 2015 年 8 月に行った現地調査より。イスラエルのレストラン紹介サイト2-eat によると、テルアビブでは 82 軒の
スシ店が営業を行なっており、そのうち13 軒がコシェル対応店だとしている。
24 Petersburg［ 2007 ］によると、1,599 のレストランのうち、1,093 が非コシェル店だという。一方宗教派人口
の多いエルサレムでは67％がコシェル対応店舗である。
25 ユダヤ教徒はその信仰の度合いによって超正統派・正統派・伝統派・世俗派に分けられる。世俗派は自分たちをユ
ダヤ教徒というよりむしろユダヤ民族と捉えている集団であり、信仰に関わることにはほとんど執着しない。アメリ
カではこうした区分以外に改革派があり、多数派を占めている。改革派は女性の宗教儀礼参加を認めるなどアメリ
カ社会に順応した信仰を行っている。
26 筆者によるインタビューより。
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提供する店がコシェル対応する場合はキッチンから食器に至るまで厳格にコシェルを遵守しなければな
らない。提供するスシ自体の問題ではなく、提供する環境に留意が必要なのである27 。

3 . 日本的「寿司」との未接点
テルアビブとニューヨークのコシェルのスシ店には日本人がほと
んど関与していない 28 。こうした店では、コシェル店を営む人自
身が信仰のあるユダヤ教徒であるため、日本で一般的に提供さ
れている寿司を食べた経験もないままいわゆるローカライズした
寿司を元に、現地調達の食材を利用したスシを提供している。
そのためか誤った日本語表記（例 .×Tamaki ← ○ Temaki 、
×Ushi ← ○ Oshi 、＊押しずしのこと、写真 6 参照）や、
Japanese Green Tea（日本茶）として中国茶のハーブティを
提供する例も見られる（写真 7 参照）。
非コシェルの高級店では、できるだけ日本の食材を利用する
ようにしていることが多いが、コシェルの店や安価な大衆店で
はほとんどが現地で調達した食品もしくは、中国からの輸入食
材が使用されている。それは、中国の食品が安価である上、
すでに海苔やワカメ、お酢や味噌などでコシェル認証を受けて

写真 6 . コシェル・スシ店のメニュー
（ニューヨーク、2016 年 11月撮影）

いることが大きい。醤油などは日本製品が先行
している 29 ものの、その他の加工品は中国が一
歩進んでいる。JETRO でもスシやラーメンブー
ムに乗じて日本食材の PR を進めているものの、
ことにコシェルとなると後手に回っているのが現
状である30 。
イスラエルでコシェル／非コシェル・スシ店の
メニューや味がほとんど変わらないのは、結局
のところこうした同じアメリカで認定を受けた日
本のコシェル製品と中国産の安価な食材を使

写真 7 . コシェル・スシ、味噌汁、
「日本茶」

用していることが大きい。2013 年から農水省の

（テルアビブ、2015 年 8月撮影）

27 開店前に種火をつけるのはユダヤ人でなければならない、冷蔵庫に非コシェルの食材を持ち込んではならないなど
細かいルールがあり、時折抜き打ちでチェックされる。
28 テルアビブの北に位置する町ヘルツェリアには日本人が板前をしているコシェル寿司店「港寿司」があるが、これ
は例外である。
29 キッコーマン、ヤマサともアメリカ現地法人で生産をおこなっており、双方とも OU（オーソドックス・ユニオン）か
らコシェル認証を取得している。
30 JETRO テルアビブ事務所での聞き取り（ 2015 年 8月）。
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後押しにより日本の冷凍ハマチの輸出が
開始されるなど、スシのネタ自体を輸出する
ことで日本の寿司をアピールする試みなど
が始まっているものの、日本とイスラエルの
法制度の違いにより、うまく流通していない
現状がある。日本国内で認定を受けたコ
シェル食品で、実際海外で取引が増加し、
成功していると言えるのは日本酒だけであ
ろう 31 。日本でもKosher Japan などが中
心となって日本食のコシェル認定が進んで
いる32 が、そもそもKosher Japan がイスラ
エルのラビ庁に認可されていないため、認
定が有効だと認められておらず、コシェル

写真 8 . スーパーのエスニック・フード・コーナー
左のヤマサは日本製だが、隣の “Akita” と右のごま油は中国製
（テルアビブ、2015 年 8 月撮影）

食品として販売できない。

4. 考

察

本調査で明らかになったことの1 点目は、コシェル食品とコシェル・スシの需要に関する、ニューヨーク
（アメリカ）とテルアビブ（イスラエル）の相違点についてである。前述した通り、アメリカのコシェル食品
は非ユダヤ教徒に「食の安全を担保するもの」、もしくはある種の健康食品として受け入れられ市場を
拡大している。しかし今回の調査で訪れたコシェル寿司店はその店があるコミュニティのユダヤ教徒を
対象としており、完全に宗教的な人々のものであった。一方イスラエルでは、ユダヤ人が多数派である
ものの、あえてコシェル食品を選択しないという層も多く、健康食品などはコシェル認定をされていない
ものも多い。コシェル食品にこだわるのは宗教派が中心である。しかし、スシ店に関しては、コシェル・
スシ店であっても非コシェルのスシ店と同様に利用する世俗派層がおり、コシェルの寿司店は宗教派・
世俗派双方に利用されていることが判明した。
コシェル・スシの変容が 2 点目のポイントである。本研究では、アメリカで誕生したローカライズされた
スシがコシェル認定を受け、それがイスラエルに入って再度ローカライズすることでより「原型」と離れた
スシが誕生した、と仮説を立てて検討した。結果、イスラエルというユダヤ教の聖地でより厳格化された
コシェルのスシは、再度アメリカのユダヤ人正統派に受け入れられ、
「逆輸入」されているという新たな
状況が確認できた。

31 山口の旭酒造（獺祭）を皮切りに福井の加藤吉平商店（梵）、岩手の南部美人などがコシェル認定を受けており、
他の酒蔵も追随している。最近は梅酒や焼酎、ビールにも認証を取得したものが登場した。
32 ハバッド派ラビのビンヤミン・エデリ氏により 1999 年から日本食の認証が始まる。2005 年からは Kosher
Japanを設立し本格的な認証事業が行われている。
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おわりに
コシェルに対応するスシのモデルになるのは、すでにアメリカなどでローカライズされた「スシ」である。
それを元に宗教規範に対応させた「スシ」はもう一度ローカライズ、あるいは宗教化される。こうして生
まれた「スシ」はもはや、伝統や様式を重んじた「寿司」とは全く異なるものとなっている。
日本でもカレーライスやラーメンなど、異文化の食をご当地化することで大衆食を創り出してきた。現
在のスシの世界展開はこうした流れに近い。サーシャ・アイゼンバーグも、日本の食文化自体、多文化か
らの借用や他の食との融合によって発展していったものであり、
「伝統的なもの」と言われている握り寿
司なども元々あったなれずしを変化させたものである以上、カリフォルニア・ロールと変わらないのだと述
べている 33 。そもそも寿司自体も江戸前寿司のように伝統と格式を重んじる食になる前はなれずしが中
心の「ファストフード」であった。
コシェルの「スシ」は「寿司」の伝統や様式との対極にある。しかしながら、変化を遂げグローバル食
となった「スシ」を「本物ではない」と切り捨てるのではなく、受け入れられていること自体を評価するべ
きなのかもしれない。
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