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世界のスターシェフたちが日本を発見し、
日本が世界のスターシェフを発見する

Interview

――「COOK JAPAN PROJECT」が生まれた経緯

を教えてください。

2018年にバルセロナのレストランで、昔ながら

の友人であるシェフと食事をしながら、「世界

中のシェフを呼んでレストランをしたら面白い

のではないか」と話していました。実は日本橋

の再開発計画で、もともと2020年春に「レスト

ラン サンパウ」は解体されて更地になること

が決まっていました。そのための移転先を探し

ていたのですが、思いのほか早く良いお話を頂

き、予定より1年ほど早い2019年3月末に移転先

の話が一段落しました。そこで思いついたのが、

2020年初頭まで「レストラン サンパウ」の一軒

家レストランの建物を別の目的で使用すること

ができるのでは、ということです。三つ星レス

トランの充実した厨房設備、15年間ファンに親

しまれてきた優雅な客席がここにはあります。

私は「移転後、ここが解体されるまでの10か月

間、何をしようか。」と考え、思い付いたのが「世

界で初めての、唯一無二のレストラン空間に仕

立てよう」というアイデアだったのです。こう

して生まれたのが、「COOK JAPAN PROJECT」で

す。

友人と車でヨーロッパを周り、ミシュランで星を

とったシェフやThe World's 50 Best Restaurantsに選

ばれたシェフに声をかけると好感触で、声をか

けたシェフが他の有名シェフを誘ってくれるこ

とも。今どき、出身や国が違ってもシェフ同士

は友だちということも珍しくありません。話は

スムーズに進みました。そうして、世界で腕を

ふるうスターシェフたちが、日本の食材をメイ

ンにフルコースをつくり、数日間にわたって実

際にお店で提供するという世界に類を見ない企

画が実現しました。

――なぜ、名だたるスターシェフたちを招致で

きたのですか。

初めから名だたるスターシェフばかり選んだわ

けではなく、自分が食べてみたいと思ったシェ

フや、このプロジェクトに興味を持って自らア

ピールをしてくれた若手シェフを呼んでいた

ら、結果的にスターシェフが集まりました。日

本に10回招待されたことがあるシェフでも、イ

ベントで一皿のみつくることはあっても、フル

コースを数日間にわたって提供したことはな

く、シェフたちにとっても新たな挑戦でした。

スターシェフたちが話に乗ってくれたのは、日

本や日本の食文化に興味を持ってくれていたか

らという理由が大きいでしょう。日本に来たこ

とがある人も、ない人も、「行きたい」と言っ

てくれました。「日本を見せたい」と言って自

腹でスタッフを何人も連れてきたシェフもいた

株式会社グラナダ 代表取締役

下山 雄司
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ほどです。それほどまでに、日本の食文化はい

ま世界で注目を浴びています。日本は食が豊か

な国です。今や日本の味噌や醤油は海外のスー

パーでも手に入りますが、日本に来ればもっと

豊富な選択肢があり、質の良いものを自分で選

べます。発酵食品ひとつをとっても、赤味噌や

白味噌をはじめ種類は多く、日本人ですら、す

べては把握できていないほどです。あるシェフ

は、日本で数種類の味噌を合計20kgも購入して

いきました。その土地で豊富に採れるエビを20

種類揃えている魚市場は海外にもありますが、

その隣にさらに魚を50種類も並べているのが東

京の魚市場です。このプロジェクトは、食の豊

かな日本を世界のスターシェフに知ってもらう

良い機会にもなりました。

――このプロジェクトで成し遂げたかったこと

は何ですか。

「COOK JAPAN PROJECT」では最初に「シェフた

ちが日本を発見し、日本がシェフを発見する」

というテーマを掲げました。それは、世界に日

本を知ってほしいと思うと同時に、日本の人々

にも世界の素晴しいシェフを知ってほしいと

思ったからです。

現代の料理には、国や文化の垣根がありません。

フランス料理、スペイン料理、メキシコ料理と

いった分類が日本ではよく使われますが、それ

らは海外では各国の伝統料理を想起する言葉で

す。スペイン出身のシェフがパエリアをつくる

とは限りません。シェフたちは世界を飛び回っ

ており、料理をする場所や食材の制約は無くな

りつつあります。料理が表すのは、その人のフィ

ロソフィ（哲学）です。シェフ自身がどのよう

に育ち、どのように考えてきたか。それがフィ

ロソフィとなり、料理のスタイルを決めます。

だから、まったく異なる地域なのに料理が似る

こともあれば、同じ地域出身でもまったく違う

場合もある。シェフたちがつくるのは、各国の

代表としての料理ではなく、自分の料理なので

す。100人の料理人がいれば、100通りの料理が

あります。そして、日本の人々が知らない素晴

らしいシェフは、まだまだ世界にたくさんいま

す。プロジェクトを機に、日本で新たにお店を

オープンすることが決まったシェフもいます。

海外で腕をふるっていたスターシェフが日本を

知り、日本の食材に魅了され、その食材でつくっ

た料理で日本の人々を魅了した証しです。料理

はいつも私たちの日常を楽しいものにしてくれ

ます。私はみなさんに、難しいことは抜きにし

て、心から料理を楽しんでほしいと思っていま

す。そして今回の挑戦が、世界における日本の

存在感を高めることに繋がると心から信じてい

ます。

下山 雄司　― Yuji Shimoyama
1968年生まれ、大学卒業後、株式会社 電通
に就職。約9年間勤めた後、飲食の世界へ
進出。2000年6月に株式会社 グラナダを設立
し、三つ星レストランをはじめ、数 の々人気店を
東京にオープン。「COOK JAPAN PROJECT」
を主宰するなど、日本のみならず世界が注目す
る飲食業界の人物である。
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世界屈指の星付きシェフが
日本の食材に出会い、
新たな食の体験を生み出す

Reception

下山雄司氏（以下、下山）「東京オリンピック

を目前に、世界が日本に注目しています。それ

は食の世界でも同じです。世界のスターシェフ

たちが、日本や日本の食材に興味を持っていま

す。一方で、日本ではまだあまり知られていな

い素晴らしい料理人が世界にはたくさんいま

す。このような日本が未発見のシェフたちを紹

介したいと考え、『シェフたちが日本を発見し、

日本がシェフを発見する』をテーマに、COOK 

JAPAN PROJECTを企画しました。私はこのプロ

ジェクトが、世界における日本の存在感を高め

ることに繋がると信じています」

──下山「早速ですが、今回のプロジェクトに

ついて、どのように考えていますか」

カルメ・ルスカイエーダ シェフ（以下、ルスカ

イエーダ）「COOK JAPAN PROJECTは世界で唯一

のプロジェクトです。そのプロジェクトに参加

できて、とても嬉しく思っています。下山さん

は、いたずら好きで、グルメで、情熱的な方です。

このようなプロジェクトは機械的に生み出され

るものではなく、下山さんのような人の頭で考

えないと生まれないものと言えるでしょう」

ヤニック・アレノ シェフ（以下、アレノ）「1988

年に初めて札幌を訪れたときに日本のファンと

なり、それから毎年のように日本に来ています。

今回、大好きな日本にまた来ることができて嬉

しく思っています。今回、新しいフレンチのテ

クニックと日本の食材を融合させた、冒険的な

料理を提出したいと思っています。お客様に新

しい食の体験を提供するとともに、お客様と食

の喜びを共有したいと思っています」

──下山「日本の食材を使って調理するのは

2019年4月5日、日本橋で「COOK JAPAN PROJECT」
のオープニング記者発表会・レセプションが開催されま
した。主催者であるグラナダ代表取締役の下山雄司
氏と今回プロジェクトのオープニングとクロージングを飾
るシェフ2名によるトークセッションでは、世界規模のプ
ロジェクトに望む意気込みや、日本の食材や調理技
術の素晴らしさについて話し、大いに盛り上がりました。
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大変ですか。それとも面白いですか」

ルスカイエーダ「私は地中海料理のプロなので、

日本料理は作れません。昔、Sant Pau Tokyoをオー

プンすることになった時、いろいろと考えまし

た。頭の中で壁をつくってしまっていたのです。

その壁は、日本の食材を知ることで壊れていき

ました。それに日本の調理技術はとても興味深

く、学ぶことも多い。その技術を今回さらに学

べるものと期待しています」

アレノ「私は、フランスのお店でお寿司を提供

するほど、日本の食材が大好きです。日本の食

材を使った料理本もフランスで2冊出版してい

ます。だから日本の食材はとても近しい存在で

す。今回は、このプロジェクトならではの特別

な食材を使いました。日本のキャビアを使いた

いと言って、特別なフレッシュキャビアを苦労

して探し出してもらったのです。そして、静岡

県にある10年以上生きた大きなチョウザメの生

キャビアを扱っているところを見つけてもらい

ました」

ルスカイエーダ「日本のキャビアはとても美味

しいですよね。輸入されるときに油が酸化して

しまうことがあって、それを本当のキャビアの

味と勘違いする人がいますが、本当のキャビア

は新鮮な魚卵の味がします。私は下山さんと出

会って、15年間日本で仕事してきました。その

間に日本の食材の奥深さを知り、自分が手掛け

る地中海料理のステップアップにも繋がりまし

た。私は10 ヵ月後のプロジェクト最終月に料理

を提供する予定ですが、フィナーレにふさわし

いメニューを提供したいと思っていますので、

期待していてください」
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