
 

 

第２回 「和食」の保護・継承に向けた検討会 

 

日 時：平成 27年１月 29日（木）14:00-16:00 

場 所：農林水産省 第２特別会議室 

出席者：熊倉座長、笠原委員、東四柳委員、溝上委員、村田委員、山口委員 

 

【事務局】  

定刻になりましたので、ただ今より第２回「和食」の保護・継承に向けた検討会を開始させて

いただきます。私は本検討会の事務局を務めさせていただきます（株）日本能率協会総合研究所

の岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

始めに、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきたく思います。まず議事次

第があり、名簿がありまして、以降資料１～５が表紙付きの形でセットしております。資料６は

表紙のない２枚ものです。そのあとに、参考資料１～４までがあります。足りない資料がござい

ましたらおっしゃってください。 

では検討会に先立ちまして、農林水産省大臣官房食ビジョン推進室天野室長よりご挨拶をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

【農林水産省】  

農林水産省大臣官房政策課食ビジョン推進室長の天野でございます。  

第２回「和食」の保護・継承に向けた検討会の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げます。本

検討会は「和食」の保護・継承に向けた環境整備を行うべく、和食文化として何をどこまで保護

継承すべきか、その対象範囲について一定のとりまとめを行うことを目的として、昨年11月に初

会合を開催させていただいたところです。 

その後、本日までの間に第１回検討会でいただいたご意見を踏まえて、委員はじめ外部の有識

者のご協力を賜りまして、各種の調査や検討会を行われております。 

１つ目として200件を超える和食に関する参考文献から、「和食」の保護・継承の対象範囲に

関するキーワードを抽出する文献調査、２つ目として和食会議のメールマガジンに登録された延

べ900人超の方に対するアンケート調査、３つ目として「和食」と同じく無形文化遺産に登録さ

れたフランスやスペインの行政機関や保護措置団体へのヒアリング調査。そして、これまで和食

を調理し食べ繋いでいただいたシニア世代や、現在継承をまさに行っている母親、更には次代の

継承を担う若者の三世代と、「和食」の保護・継承について考えるような意見交換会、これを全

国４ヵ所で開催してきたところでございます。 

こうした各地の調査に関しまして、東四柳委員におかれましてはアンケート調査票の作成をは

じめまして、海外調査においても帯同いただきました。また溝上委員におかれましては、意見交

換会が長崎で開催された際、ご参加をいただきました。この場をお借りしまして改めて感謝を申

し上げる次第でございます。 

今回の検討会では、こうした各種の調査、意見交換会の概要や得られた知見、論点について事

務局から報告していただくと共に、第３回の最終とりまとめに向けた報告書の方向性につきまし

て、委員の皆様方、それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜りまして、「和食」を守り、育み、

伝えるための環境整備につなげてまいりたいと考えております。 

以上、簡単ではございますが、検討会の開催に当りましてご挨拶にさせていただきます。よろ



 

 

しくお願いします。 

 

【事務局】 

どうもありがとうございました。 

恐れ入りますが、報道関係者の皆様のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。 

次に委員の出欠確認をさせていただきます。座長の熊倉委員、以下50音順に、今日少し遅れてい

らっしゃるということですが、笠原委員、そして東四柳委員、溝上委員、村田委員、山口委員とな

ります。民輪委員におかれましては、本日は欠席されるということです。 

それではここからの進行は座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

今日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。特に海外調査をしていただいた

委員におかれましては、天野室長からのご挨拶がありましたように、大変厳しいスケジュールをこ

なしていただきました。ありがとうございます。 

そいうわけで今日は大変資料が分厚くなっております。この資料をとくとご覧いただき、また報

告していただきたいということで大半の時間を費やすことになるかと思います。 

最初に、議論のポイントを事務局の方からご説明いただきたいと思います。 

 

【事務局】 

資料１に沿って今日のご議論のポイントの説明をしたいと思います。すでに天野室長からご案内

がありましたように各種調査をいたしました。これは第１回に基づいて、調査をしたわけでござい

ますが、この調査に基づきまして特にポイントの左の箱、「「和食」保護・継承の対象範囲の整理」

と、「保護・継承に向けた「和食」報告書の方向性（案）」について議論していただきたいと考え

ております。 

２ページにもう少し詳しく経緯・経過をご説明しております。昨年11月10日に第１回検討会がご

ざいましたが、そこでさまざまな議論、ご意見が挙がったわけであります。そこにございますよう

に「幕末から今日まで約170～180年ぐらいの変化がひとつの論点」、或いは、「和食の概念規定は

あるが現実の受け止め方のズレ」があるのではないか。また、ユネスコに登録された時の「和食」

の４つの特徴が重要であり、「それに基づいて考えるべき」など。それから「守るべき「和食」の

コア」と現実・現代に合わせた変化するところの「両方を考える」ということ。それから「家庭と

料理人の「和食」を分けて考える」。また、「保護のためには攻めるべき」というような意見。そ

れから「「和食」のかっこよさを伝えたい」或いは「学校給食における課題や改善策」など、様々

な意見をいただきました。 

特に第２回以降の検討に向けて先ほどご案内がありましたように、調査についての様々なご意見

もいただきました。それに基づいて11月下旬以降、文献調査・アンケート・海外の実態調査・三世

代意見交換会という調査をいたしました。それぞれの調査の結果につきましては、このあと順次ご

説明申し上げます。冒頭にこの結果の要点だけをご説明したいと思います。 

次のページでございます。まず「和食会議アンケート」でございますが、特に「和食」に関心の

高い方々を対象にしたアンケートということで最終的に114名の方からご意見をいただいた次第で

ございます。この結果からは「保護・継承の懸念事項」としては作法、調理技術に関する懸念は低

かったが、作法というところにかなり偏る意見が多かったです。 



 

 

それから「次世代へ継承する意義」としてですが、日本人の誇りの顕示、社会的結びつきの強化

を挙げる方が多く、一方、文化的意味合いのものが上位で産業振興的なものは低かったという結果

が出ています。また、食材等のモノは保護すべき重要な要素と考えつつも、感謝の気持ちや作法と

いった心の部分が保護・継承の懸念事項として考えられ、保護・継承の意義としてもその部分を重

視していくというような結果が出ております。 

２つ目の海外現地調査「フランス・スペイン現地調査」でございますが、ユネスコに登録した先

行する事例として、フランスとスペインに関して調査をしたものでございます。保護・継承の対象

範囲は、ユネスコに申請した内容そのものであると。両国共、そのように見受けられたのですが、

登録後、それを再考することはあり得ないと聞いています。それからフランスでは「食の遺産と文

化のフランス委員会」というのが保護措置の責任団体として置かれ、この団体においては各省庁の

支援がないということから、かなり独自の財政を組んで運営をしている状況らしいということでご

ざいます。スペインにおきましては、全国を包括する保護・継承団体がなく、各自治州がそれぞれ

の体制で保護・継承活動を行っているということでございます。 

３つ目の「意見交換会」でございますが、三世代の意見交換をするということに加えまして、プ

ロの料理人が同じ食材で料理を作るということです。世代を結ぶ時間軸と、それからプロと地元の

人という２軸による立体的な意見交換を行ったということになります。そこから出てきた３つのキ

ーワードとしては、「食べる」ということが保護・継承に繋がる行動であること。また、農業、生

産も含め、野菜を作る、料理を「作る」ということが重要なキーワードであること。それから３つ

目のキーワードとして「教える」ということが浮かび上がっております。 

「「和食」保護・継承の対象範囲の整理」「保護・継承に向けた「和食」報告書の方向性（案）」

については今日ご議論いただきたいと考えております。そこではいわゆるコンセプトといいますか、

守っていくコアといった部分が何かということと、グラデーションと言いますか、非常に変化する

ところと両輪をどう組んでいくのかというご議論。そして最終的な着地点に向けて、どう継承して

いくべきか道筋を考えるというところに今日のご議論・ご検討を盛り込んでいただきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。そうしましたら要約も含めまして、今日の議論の方向性、第３回の検討

会に向けて今日話すことについて枠組みというものについて、早速資料の説明をお願いいたします。

資料２、資料３、資料４の３つについてご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

では資料２について私の方からご説明させていただきます。早速ですが資料２の２ページ目をご

覧ください。今回の和食会議のアンケートに関しましては、去年より「和食」文化の保護・継承に

意識が高い方を対象とし、5W１Hに基づき、意見を聴取することを目的に行いました。具体的に言

いますと和食会議のメールマガジンに登録している個人の方に、昨年12月15日にメールマガジンを

配信いただき、そこにアンケートの案内を掲載し、インターネットを媒介としてアンケートに回答

いただきました。約１ヵ月間アンケートを実施しまして、メルマガの読者のべ905名に配信させて

いただいて、12.6％に相当する114名から回答を頂戴しました。 

３ページ目をご覧ください。回答者属性を記載しておりますが、詳細についてはまたご確認いた

だければと思います。 



 

 

早速アンケートの個別の調査結果を説明しますので、６ページ目をご参照ください。こちらは保

護・継承すべき「和食」の要素を尋ねたWhatに関する質問でございます。以降の質問も同じように

作っているのですが、今回の選択肢に関しましては文献調査から抽出したキーワードを掲示する形

で行っております。選択肢に関しては、「保護・継承すべき重要な要素」の回答が高い順に並べて

あります。出汁や発酵調味料といった旨みを求める調味技術から、時代を超えて受け継がれてきた

年中行事との結びつきの深さ、器・盛り付け等しつらえ技術や目で楽しませる工夫、「いただきま

す」「ごちそうさま」と自然の恵み豊かな食事に感謝する精神といったものが上位になっています。 

次に７ページ目をご覧ください。今と同じ質問に関しまして、要素を技術、食材、作法、食生活

の４つに分類した結果となっています。見ていただきますと食材等に関しましてはいずれの要素も

比較的高いと見受けられます。それ以外を見ますと、技術等の「出汁や発酵調味料といった旨みを

求める調味技術」、作法等の「感謝する精神、モッタイナイ精神、箸使いの作法の表れるマナー」。

食生活等に関しまして「年中行事との結びつきの深さ」、技術等におきましては「器・盛り付け等

しつらえ技術や目で楽しませる工夫」といったものが高くなっています。要は、食の背後にある精

神的要素を保護・継承すべきと考える傾向がうかがえるというように思います。 

次に８ページ目をご覧ください。こちらは同じくWhatに関する質問ですが、てんぷら等江戸時代

に定着した外食メニューから、オムライスなど明治以降に考案された和洋折衷、それからラーメン、

戦後定着したカタカナ料理、更にファストフードといったものを並べて、これらを保護・継承すべ

きか、そもそも和食かというというように見られているのかということを設問としています。私が

解説するよりこちらのグラフを見ていただくと結果が一目瞭然でご理解いただけると思います。フ

ァストフードは「和食」ということ自体に違和感があるということが多い結果となっています。和

洋折衷料理やカタカナ料理に関しましては、「和食」と言われても違和感がないかなという結果で

すが、保護・継承の重要という判断までには至っていないようです。一方江戸時代に外食料理とし

て浸透したてんぷら料理などは重要と考える結果が４割以上と、相対的に高い結果となっています。 

次に９ページ目をご覧ください。こちらは「和食」の保護・継承における懸念事項というもので

す。これも懸念ポイントの高い順に並べているのですが。「地産地消を支える郷土料理の消失が野

菜栽培に影響」「児童・生徒で、正しい箸の持ち方をしている割合は５割程度」「食事の挨拶をす

る若者が約6割、食事に対する感謝の気持ちが希薄化」といったものが続いています。これらを見

ても表象的な食そのものの背後にある食べ方、作法などの和の精神に関する部分に対する懸念が大

きい傾向と伺えます。 

続いて10ページ目をご覧ください。先ほどのWhatの質問と同じで、懸念事項を以下の４つに分類

して比較したものです。分類した項目で見ていきますと作法等というものはいずれも懸念が高いと

いうことになっています。食生活等に関しましては箸の持ち方が高い。一方技術等と分類されると

ころは、比較的低くなっていることが注目されます。 

11ページ目をご覧ください。こちらはWhyに関する質問となっております。「ふるさとや日本の

良さを再認識し、日本人に誇りを持つことにつながる」「日本各地の地産地消を促進し、日本の農

業を活性化する」「「和食」を通して日本の家族や地域の社会的な結びつきを強める」など、日本

人の誇りの堅持や社会的結びつきの強化を上位に挙げる方が多いです。文化的な意味合いというこ

とが比較的上位に挙がっていまして、将来的に産業振興的なものは下位になっているという結果に

なっています。 

続いて12ページをご覧ください。こちらは保護・継承の担い手、Whoに関して質問をした結果で

す。上下並んでいますが、「家庭の食卓」「職業別」と２つに分けて質問しております。「家庭の



 

 

食卓」においては主婦というのが大きく、次に小学校の児童で、この２つが比較的大きいと考えま

す。子供で言いますと中学生・高校生も３位に入っていますので、子供ということにおいては小学

校から高校までが上位と言ってもいいかもしれません。 

「職業別」で見ますと、料理人、学校給食関係者、食材生産者などが並んでいます。 

続いて13ページ目をご覧ください。こちらはWhere、保護・継承する場面に関する質問です。家

庭の食卓、学校給食、学校や地域での食活動が高くなっている結果となっています。 

最後に14ページ目をご覧ください。こちらは「和食」を現在どのように摂食しているかというこ

とですが、「通夜や年忌など、故人をしのぶ場」「新年やひな祭りなど、家族で年中行事を祝う場」

といったような場で摂食頻度が高いという結果でございます。資料２の説明は以上です。 

 

次に資料３の「フランス・スペインの現地調査報告」をご覧いただきたいと思います。 

今回の調査の目的は、先にユネスコ無形文化遺産登録された「フランスの美食術」と「地中海の

食事」の保護・継承措置の状況、特にどの機関が対象範囲を設けて、誰がどのような取り組みをし

ているのかということを把握するということでした。 

続いて２ページをご覧ください。こちらが今回ヒアリングに行きました対象の訪問先になります。

１月12日から16日までの５日間で、２か国４都市を回るという非常に密なスケジュールな中、頑張

ってまいりました。 

それでは早速２か国における体制や取組みについての内容について見ていただきます。３ページ

を飛ばしていただいて、４ページをご覧ください。まずフランスについての体制であります。フラ

ンスにつきましてはユネスコの登録までは、大統領官邸の直轄プロジェクトとして各関連省庁が連

携して作業を行っていたと伺っています。これは元々当時のサルコジ大統領がフランス料理は世界

一だということでユネスコに登録するということを関係の官庁に指示を出して始めたということ

でした。実際は、フランス料理が世界一という考え方では登録されないということが分かりまして、

結果的には「フランスの美食術」という文化的なコンセプトで登録されたということになりました。 

登録後の話になりますが、こちらの大統領官邸を中心としたプロジェクトはいったん解散という

ことになりましたが、真ん中に記載されておりますMFPCAという団体に継承措置を任され、各省庁

は本来の業務の中で食文化に関する事業を実施しているという状況でございました。ユネスコに対

しまして保護措置の責任団体となっているMFPCAは登録までは農業省の管轄にありまして、登録申

請の資料の作成を行っておりました。ただし、現在は文化・コミュニケーション省の管轄下に移り

まして、ユネスコに関する責任団体として各省庁団体と連携して活動しているということでござい

ます。 

ただ、基本的には各省庁から資金援助が出ていないということです。こちらの図に記載されてお

りますが、左下にありますシティオブガストロノミーの４都市とスポンサーからの資金で活動をし

ているということでありました。 

また、ユネスコとの窓口になっているのは文化・コミュニケーション省になっております。こち

らの省では、フランスの美食術だけではなく、フランスにある無形文化遺産の保護・継承における

国内における責任省庁ということで活動されていると伺っております。 

またこの下のCFPCIという機関で、無形文化遺産全体についての情報を集約しているということ

が分かりました。こちらの団体が実際にMFPCAに対してユネスコ無形文化遺産への登録申請の書類

の作り方について助言や情報提供を行ったということであります。 

続いて図の右側に移りますが、高等教育・研究省の管轄下にございます、トゥール大学とIEHCA



 

 

という機関が連携しまして、そちらでは食文化の研究・推進を行い、その研究で得た情報を下に、

MFPCAで食の文化的視点で助言や協力を行っていたということでした。 

続きまして対象範囲についての説明になります。８ページをご覧ください。先ほど説明がありま

したがフランスの方の保護・継承の対象範囲ですが、無形文化遺産に登録されている内容、フラン

スの美食術の特徴が対象範囲と選定されているということでございました。フランスの美食術の考

え方の中心にありますのは、「家族や知人とテーブルを囲んで快適に過ごすこと」ということでご

ざいました。 

続いて取り組みについて次の９ページをご覧ください。まず、農業省についての活動です。こち

らではPNAという国立食料プログラムというものを制定しておりまして、こういうものを食べると

いいですよという啓蒙を大きく３つの活動として行っているということでした。 

まず１つ目の活動は教育です。ターゲットは子供であるということ。学校での教育を通じまして、

子供がそこで学んで、そしてそれを家庭に持ち帰って、家族に情報や活動が伝わっていくという考

えの下で実施されています。具体的には、年に１回、子供の味覚を敏感にする強化週間というもの

を設けて、フランスの美食術に触れさせるという活動があると伺っています。あと、老人ホームで

高齢者の方と一緒に食事を作るなどして、高齢者から子供への伝達に力を入れているということを

伺っております。 

続きまして２つ目の活動が食料銀行というものであります。こちらはフランス国内の食に貧しい

地域を補うためにみんなで食糧を作っていこうという活動をされているということです。 

そして３つ目は海外への発信。こちらはフランスの美食術を海外に発信するために、グルジアや

ニューメキシコでプロモーション活動を行ったということを伺いました。 

続いて10ページをご覧ください。文化・コミュニケーション省の活動でございます。こちらに関

しましてはユネスコに対する報告などの窓口となっている活動、主体的には保護・継承に関する活

動を行っているということでした。 

続いて次の経済・産業・デジタル省についてですが、こちらについては「食の祭典」というイベ

ントを農業省と連携して2012年から開催していると伺いました。こちらのイベントではワインのテ

イスティング、農家や旬の食材の紹介を行っているということでした。 

続いて、MFPCAに関しましては、ユネスコに対する保護措置の責任団体として、報告書を作成す

る義務があるということでございます。各省庁や団体で行われている活動の情報を集めて報告書を

作成しているということでございます。また各活動がユネスコ無形文化遺産の定義に反していない

かという監査や協会としての継承活動も行っているということでございます。そういった継承活動

の内容に関しましては、教育であったり国内への情報発信であったり美食術に関する施設の設置で

あったり、海外へのプロモーションということでございました。 

続いて次の11ページをご覧ください。CFPCIについての活動です。こちらはユネスコ登録申請時

には協力していたということですが、登録後の具体的な活動に関しましては発言がいただけません

でした。 

続いてその下のIEHCAについてですが、こちらは食についての研究と、その研究結果の情報発信

を行っているということでございます。大きくは３つあると。ひとつは食の研究に関するプロデュ

ーサーとして様々な研究者と共に研究を進めていく、２つ目がフランスの美食術の価値づけを行う

ために会議やシンポジウムの実施、書籍の出版をしたり、TVのドキュメンタリー番組の製作指導を

行ったりしています。３つ目の活動が地元の産物の価値をつくり出す活動ということで、地方の伝

統的な食品の産物一覧を作成しているということでございました。 



 

 

続いて次のページをご覧ください。ユネスコが禁止している過度な商業化への対応についてご説

明させていただきます。こちらは結論としましては、規制制度はないということでした。ただユネ

スコに登録された直後は、お店などがかなり盛り上がたっということで「これがユネスコに登録さ

れた料理です」という広告を出したようで、それでユネスコから怒られるようなきっかけになった

と。このままやっていると登録を抹消しますよという指導みたいなものがあったようです。そうい

ったことがありまして、ユネスコに登録された料理という表現はダメですよと。そうではなくて、

これがフランス美食料理ですという表現であれば、ユネスコ的には問題がないということがわかり

まして、現在は落ち着いているということでございます。 

そして最後に報告書作成についてのアドバイスもいただいております。こちらは保護・継承のた

めの計画というものが重要で、その計画を報告書に記載すれば問題ないのではないかとおっしゃっ

ていました。 

続いてスペインについての報告をいたします。 

ページを戻りまして６ページをご覧ください。複雑な図になっておりますが、まずこちらの体制

ですが、ユネスコとの窓口に関しましては、教育・文化・スポーツ省が行っているということでご

ざいます。こちらは他に登録されている６か国との連絡調整も行っているということでございます。

農業省とは連携しながら保護・継承活動を推進しているということ。スペインで特徴的なのは、国

と17の自治州や各都市それぞれが保護措置の活動を行っていることでした。更に、それぞれの自治

州等が関連する財団や団体を持っていて、独自に活動を行っているということが特徴的でした。 

地中海ダイエット財団に、今回ヒアリングをしに行っておりますが、その団体に関しましては国、

カタルーニャ州にあるバルセロナ市と連携しているということでございます。 

ソリア市にもヒアリングに行っておりますが、こちらソリア協同組合銀行科学財団という団体が

ございまして、それぞれ州別に活動をしているということが確認されました。 

続いて保護・継承の対象範囲について説明いたします。15ページをご覧ください。スペインに関

しましてもフランス同様、ユネスコに登録されている地中海の食事の特徴というものが継承の対象

範囲としてさまざまな活動が展開されていることが分かりました。各地域の特徴に合わせて、自由

に活動ができるように対象範囲はあえて緩く設定されていると伺っています。 

例えば、下にコンセプト図が２つあります。内容に関しましては似ている内容ですが、図が違う

ということで、それぞれ別々に活動しているということが伺えました。 

続いて取り組み内容について説明いたします。16ページをご覧ください。まず農業省に関してで

すが、大きく３つの保護・継承活動を行っているということでございます。 

１つ目は地中海ダイエット財団の存在と、そこへの参加そのものですとおっしゃっておりました。

農業省からはこちらの財団へ、人も金も口も出すと、具体的な活動の支援を行っているということ

でございました。 

２つ目の活動が農業省独自に行っている、地中海の食事に関する活動です。シェフに対して地中

海の食材を使っていただけるよう効能等を伝えながら指導し、お店やスーパーに来る主婦のお客様

に加えて、販売者へ普及援を行っているということでございます。 

３つ目に関しましては、子供への教育を行っているということでございます。こちらはフランス

と同様の形ではございますが、特徴的なのは子供のスポーツ大会のスポンサーになってブースを設

けてプロモーション活動を行っているということでした。 

続いて次のページをご覧ください。教育・文化・スポーツ省におきましては、ユネスコや各国と

の連絡窓口として活動しているということでございます。具体的な活動としましては、各国と連携



 

 

しましてWEB改定の作業を行っているということを伺っております。 

続いてその下の地中海ダイエット財団についてです。こちらは地中海の食事の促進とPR活動を行

っているということでございました。更にその下はカタルーニャ州の農業省の活動でございます。

こちらは地中海ダイエット財団へ資金援助をしまして、州政府としての活動をして、その財団にサ

ポートをすることを通じて活動を行っているということでございます。 

続いてその下はソリア市での活動でございます。こちらは先ほど申し上げた通り銀行財団が中心

に行っているということでした。実際に小学校や中学校に行ってみたのですが、そこではいろいろ

な教材が壁中に貼られていたり、地中海の食事に関する歌や踊りというものが実際に教育されてい

て、私の目の前で踊っていたりもしていました。そういうものを実際に見ております。 

更にソリア市の中の住宅区画や通りに、地中海の食事に関する名称が付けられていました。例え

ばハーブ通りみたいな感じで、名前も既に地中海の食事にちなんだものにしているということでし

た。 

続いて18ページをご覧ください。変遷については先ほどご説明した通りでございます。その下の

過度の商業化への対応についてですが、スペインでは地中海の食事というコンセプトを前面に出し

て活動をしていますので、ユネスコに対して登録されたこと自体はあまり意味がないと考えている

らしく、特にユネスコに登録されましたということは宣伝に使ったことはない、過去に１度も問題

になったことはないということを伺っております。 

最後に報告書に関してのアドバイスですが、フランス同様、ユネスコは目標に対しての過程を重

視しているので、現時点の活動や結果だけでなく、これからやりたいことを報告したらいいのです

よというアドバイスをいただきました。 

以上、簡単ですが、事務局からの報告でございました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。大変大量の情報を集めていただいたと思います。これを実際に担当さ

れた東四柳委員の方から、何か付け加えていただけますか。 

 

【東四柳委員】 

東四柳でございます。テロ直後のちょうどバタバタした時期で、最初はどうなるかと思ったので

すけれども、なんとか無事に行ってまいりました。私自身、こうした形の調査同行というのは初め

てだったものですから、きちんとお役目を果たせたかどうかについては、はなはだ心もとない限り

なのですが、現地スタッフの皆様のご協力をあおぎながら、全ての行程を滞りなく終えることがで

きました。今回、どの訪問先でもとても温かく受け入れていただきまして、和やかな雰囲気で対談

させていただくことができました。正直なところ大変ハードな行程ではありましたが、行く先々で

皆さんの笑顔に癒されながら、何とか調査に臨めたように感じております。 

ヒアリングの詳細につきましては、吉次さんにおまとめいただいた通りです。私は調査を通して

感じたことと、あとは現地でいただいたアドバイスを元に、２～３点、簡単にご報告をさせていた

だければと思います。 

今回の調査で何より興味深く感じましたことは、やはりいずれの国でも子供の食育の取り組みに

は力を入れているなという点です。フランスでもスペインでも意欲的な取り組みを実践していた様

子は伺えたのですけれど、ご報告にもございましたように、その取り組みの裏側には、学校で学ん

だ内容を子供達が家庭に持ち帰って親に伝えるという考え方があることが分かりました。これはフ



 

 

ランスだけではなく、実はスペインにも共通する考え方として確認できています。ですから日本で

も模索されておりますように、子供達が世代の違う人々と食について語り合ったりですとか、一緒

に料理をしたりする機会があることは、両国共によく話題に出てきたのですけれども、この間の検

討会でもちょっと話題になりましたように、妊婦さんや若いお母さん世代を対象とした取り組みは、

現地ではあまり積極的に行われてはおりませんでした。 

実際に行われている子供の取り組みということで、先ほども話題に出ましたけれども、ソリアと

いう街では、現地の小学校２ヵ所と障害を持つ児童の学校1ヵ所を訪問・見学いたしました。これ

らの学校では、資料17ページにも出ていたかとは思うのですが、実際に地中海料理の食材に関する

着ぐるみを着まして、お互いにその食材の名前を覚え合ったり、振り付けを付けて地中海料理の食

材を覚えるような歌を歌ったり、スーパーで地中海料理の食材をカゴにどんどん入れていって、誰

が一番的確に地中海料理の食材を選んでくるかというようなコンテストを行なったり、地中海料理

に関するスピーチ大会を開催したりするなど、それぞれの年代に合った様々な取り組みと出会うこ

とができました。とにかく、どの子供達もいきいきと楽しんでおりまして、これは本当に私自身も

感動いたしましたし、この楽しさこそ、保護・継承を成功させる重要なキーワードであるようにも

実感いたしました。改めて、こうした状況を鑑みまして、若い世代における食教育充実の必要性を

痛感いたしましたと同時に、日本でもこれからは小学生が学ぶ和食、中学生が学ぶ和食といったよ

うな、それぞれの年代に合った食教育体系を構築していく必要があるのではないかという風に実感

いたしております。 

２つ目に、和食学会の設立を期待するという声があちこちであがりました。文化的な研究だけで

はなくて、「和食」がいかに健康に良いかについて実証する研究を充実させてはどうかというご意

見が方々で出ました。「健康的」というキーワードは、大切な「和食」の特徴のひとつに当たりま

すけれど、やはり海外の人達には、ヘルシーな「和食」というイメージが何より素晴らしい魅力と

してとらえられているようで、今回あちこちへ調査に伺ってみまして、この特徴というのは、海外

での「和食」を広める際の強みになるとも改めて実感いたしました。海外でのこういった声価が高

まれば、必然的に国内の保護・継承意識を盛り上げるきっかけにもつながると思いますし、そのた

めにも科学的な根拠に基づいた「和食」研究の発展もまた無形文化遺産としての「和食」の価値を

高める大切なポイントになるようにも感じました。 

最後になりますけれど、今回訪問いたしましたフランスとスペイン、いずれの国にもとても温か

く受け入れていただいたのですけれど、今後も協力し合っていきましょうと、日本との連携を望む

ありがたいご提案も頂戴いたしております。やはりグローバル化の影響に伴う食生活の変化への懸

念は、日本だけではなくて、フランスでもスペインでも危機に感じている様子は伺えましたし、お

互いに緊密な情報交換をしながら、それぞれが自国の食の保護・継承課題に向き合うという姿勢が、

今後一層重視されていくようにも思います。また、僭越ながら、こうした連携の元で、食の無形文

化遺産ネットワークのようなものが、国境を越えて生まれる可能性が期待できるようにも感じまし

た。 

最後に少し長くなって申し訳ありませんけれど、今回の調査では、フランスでは増井様、葛原様、

奥本様にご協力いただきまして、スペインでは香川様、根兵様に大変お世話になりました。この場

を借りて、改めてお礼を申し上げます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。大変ハードなスケジュールの中で、よくまとめていただいたと思いま



 

 

す。それでは続きまして資料４の意見交換会の報告をお願いします。 

 

【事務局】 

資料４は私の方からご説明させていただきます。少し時間が押しているようでございますので、

手短にさせていただきます。資料４をお開きいただきまして、全体の委員会、検討会で決めていた

だきました、山形・栃木・神奈川・長崎の４ヵ所で実施させていただいたということになります。

各地のメイン食材は、山形は冬の時期の寒鱈、栃木に関してはかんぴょう、神奈川に関しては小松

菜とカブ、長崎は長崎赤カブと長崎産のヒラス。ヒラスはヒラマサの呼び方のようでございます。

これがメインの食材で、地元の年配層の料理と、都市部にいらっしゃるプロの若手の料理人を派遣

して、それぞれ２品ずつ作って、調理風景をご覧いただきつつ、そのあとに試食をして、年配層・

母親層・若者層の6名で、おおむね１時間程度の意見交換会をしたという設定でございます。 

次は２ページ目になります。意見交換は１時間という限られた枠の中で５つの質問をしました。

１つ目に書きましたのは、いわゆる5W1Hの【What】に関するものでございます。これについては、

冒頭の全体傾向で示されている、いわゆる「ご飯、みそ汁」という「和食」の基本的な献立という

のが、将来に伝えたいものということとして、多くの人から聞かれました。ただし、おかずの内容

というところまで言及されるケースは、あまりなかったように思います。先ほどの「和食会議アン

ケート調査の結果報告」に重なるものがあったと思うのですけれど、やはりお肉料理というかお肉

のおかずはあまり聞かれなかったという傾向があったと思います。それから、地域別の傾向で、山

形・長崎に関しては、やはり伝統行事に関連した行事の食事。それが、伝えたいものとして、意見

として挙げられました。次の都市部地方部を問わず、生産と農業に関わりがある人の場合は、「和

食」についてより豊かな言葉を挙げられる傾向が強く、それは特に職業的に農業をやっているとい

うことではなくて、家庭菜園等々をやっている場合でも同じ傾向でございました。それが【What】

に関することでございます。 

次にQ2の【Who】で、誰が重要な役割を果たすのかということでございます。やはり皆さん共通

して、家庭で食事を作る主たる役割を担っている母親が最も重要であろうということで、これは三

世代共通して、地域を超えて、皆さん、そのように発言されておりました。一方で、現役世代のお

仕事を持っているお母さん達は、和食の場合は下ごしらえ、出汁を取るなどのなかなか手間がかか

る部分もありますので、自分が果たさなければいけないという認識を持ちつつも、実際にそれが実

行できているかというと、なかなか難しい面もあるというお話も聞かれました。 

次はQ3で【Why】に続く質問でございます。特に若い方に対する質問で、若い方自身が「和食」

の担い手になっていただくためには、どんなこと、或いはきっかけが必要ですかという質問です。

家庭は冒頭で申し上げた通りですけれど、学校で実際に「和食」を食べたり作ったりという実体験

の機会が何よりも重要なのではないかというようなお話が、若い方からはたくさん挙げられました。

あともう１つ、「和食」というのは、どうしても洋食と比較して近寄りがたいとか、地味だし難し

いし、外食の単価が高いといったようなことで、なかなか距離がいるようなイメージを持たれてい

るという傾向にございました。 

次のページに移りまして３ページのQ4になります。「和食」が一体どういうシーンで食べたくな

るものか、或いはフィットするのはどういう時かということで、【Where】に続くものでございま

す。これについての全体傾向としては、季節ごとの行事とか、食材の旬というものを意識した時に

「和食」を食べたくなるという状況でした。特に都市部の方は海外も含めまして、海外で生活をし

て「和食」を食べない生活がしばらく続くと、体が「和食」を欲するという意見も聞かれました。 



 

 

最後のQ5の【How】に関するところですけれど、全体の傾向としてはやはり先ほど母親が大切、

学校で学ぶ機会が必要といった意見もベースにありますので、親子が一緒に「和食」を作る機会が

大切ということ。三世代が参加して、地域の伝統行事に関わるという中で、いろいろな話が伝わっ

たり、調理法が伝わったりということで、コミュニケーションをベースにして伝えていくというこ

とが重要なのではないかというような意見が多く聞かれました。 

意見交換会については、時間のことがございますので、以上にさせていただきます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。今ご報告いただきました資料４につきましては、長崎の意見交換会に

溝上委員が出ていらっしゃいますので、何か付け加えることはございますか。 

 

【溝上委員】 

もう殆ど全部出ましたが、長崎に行ってまいりました。結構、「和食」の方が洋食よりも難しい

ということで、「洋食の方が、作るのが簡単」と言うお母さんの声とかがありまして、その後、年

配層の方々から「そんなことはないわよ」「いろいろ簡単に作れるものがあるのよ」みたいな話が

出ていました。やはりそういうイメージがあるのかなというのがあるのかなと思います。あと、若

者達はプロの味が非常に気に召されたみたいで、こういう機会がたくさんあると、食べていこうと

思ったり作ろうと思ったりする機会が増えますよということをおっしゃっていたので、確かに、そ

ういう機会さえも減ってきているのかなと思います。「和食」に対して、まだ長崎はだいぶ食べら

れている感じがしました。魚が多いということもあるのかなとか、海の幸・山の幸が。どこもそう

なのかもしれないのですが、特に長崎は海がありますし、洋食も来ているので変わっているのかな

と思ったのですが、意外に「和食」を食べていますよという声が多くて、なるほどと思いました。 

 

【熊倉座長】 

この４ヵ所に農水省としてご参加いただいたご感想をお願いします。 

 

【農林水産省】 

私は横浜と栃木と長崎の３ヵ所に参加させていただきまして、都市部と地方と、異国情緒豊かな

長崎と、それぞれに行ったわけですけれど、どこも「和食」に熱心取り組まれている方がいらっし

ゃって、都市部だからどうこうということはなくて、都市部にも農家の方がいらっしゃって、やは

り「和食」が大好きです、食べていますと言う方もいらっしゃいます。そういう人が結構いるんだ

なと思いました。その中で１点だけ、料理人のプロの方に行っていただくということは、とても価

値がある。しかも料理人の方は、我々は技というものにすごく注目するわけですけれど、お話を聞

くと、とても深いことを考えられながら作られている。経験、伝統、そういうものを言葉で話して

いただくと、とてもよく分かって、若い人が目を輝かせながら、そういう仕事に就いていきたいと

言う方もいらっしゃいましたし、こういうものを食べるともっと「和食」が好きになりますよねと

いう話がありました。プロの料理人の方々に前に出ていただくようなことに、とても価値があるの

ではないかという実感を持ちました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 



 

 

以上、まず海外調査、そして意見交換会という２つのご報告をいただきました。皆さんに、この

辺のご感想・ご意見を頂戴したいと思います。今の報告を聞かれて、いかがでしょうか。まず山口

委員、何かございませんでしょうか。まず海外調査の方からお話しいただきましょうか。 

 

【山口委員】 

海外調査について申し上げます。「和食」を登録申請する前に、先輩に勉強しなくてはというこ

とを言われ、農水省が企画してくださった現地調査に同行しました。その時はフランスでしたが、

今と共通していたというふうに思います。あの折も今回と共通してこの運動をプロモートしている

人が、民間ベースで各地域の食が崩れてきていて、例えばフランスの頂点の王宮で供されるような

フランス料理の原点が、フランス各地にあって、それが自由に磨き抜かれて頂点に繋がっています

が、その根っこの部分が崩れている危機感を関係者の人が非常に持っていました。それを聞きなが

ら、日本の状況と同じだというふうに思いました。それから共通しているという意味では、今のご

報告にもあったように、子供達にしっかりと、いわゆる食育をやっていくことが非常に大事だとい

うことです。日本で言えば文科省に当たるところとの連携が非常にできていて、既にあの時点で、

この登録活動に入る前から、その危機感にのっとって、今ご報告にあった小学校では、味覚の基本

みたいなことが小学校の低学年のプログラムの中に入っていて、教材も含めて、随分熱心な話を伺

いました。それが、その後もしっかり実践されているというふうに思いました。やはり同じような

危機感から、食育が法律にまでなっている我が日本と共通していることだろうと思いました。今、

伺ってわりあい楽になったのは、今後の報告に関して、むしろどれだけのことがしっかり計画され

ているか、そしてその実践に向かっているかということがしっかりしていればいいのだということ。

共通していましたけれど、そういう取り組みをすればいいんだと、改めて思った次第です。 

フランスについては、元々のことの起こりは、サルコジ大統領が当時すごく熱心だったことがき

っかけだったという話がありましたが、当時もそういうふうにおっしゃっていました。それが民間

ベースに移る時に、どこまできちんと実践されるかという部分があるのだと思いますが。これは我

が日本についても、農水省が民間の機関のことを随分お手伝いくださいました。そういうことにも

繋がるのかなと思ってお聞きしていました。以上です。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。村田委員、いかがですか。 

 

【村田委員】 

この無形文化遺産登録も、フランスのデュカス氏に言われてから始まったわけで、考え方として

はフランスの方が進んでいました。日本料理アカデミーは23校のパートナーシップ校がありますけ

れど、私が言っているのは、日本料理、和食の問題は、食育をする人、それから料理学校に行って

いる人間が料理を作れないこと。「肉ジャガなら、肉ジャガを作れる卒業生を送ってください」と

いうことです。料理学校を出てきた生徒が、料理ができない。これは他の国では見られない現象で

す。料理学校を出てきたらすぐに戦力になるのです。 

食育と言っても、みんな、それぞれの地方によってバラバラで、何をどのように食育していくの

かということが、はっきりと筋道が立っていないのです。京都の方では食育指導員制度をつくりま

した。アカデミーをずっと回っていましたけれど、アカデミーだけでは年間18校しか回れない。京

都市内だけでも180校あるのです。どうやって隅々まで食育を行き届かせるかというと、食育は、



 

 

本来は、親とかおじいちゃんおばあちゃんがするものです。それから、昔、地域にあった体育指導

員みたいに手を挙げてもらって、アカデミーが教育要綱をつくって、その人にその指導に当たって

もらい、最初の頃はついて歩く。京都市内は、今、一番食育が進んでいるのだと思います。ですか

ら国の方で、食育について、何をどのように教えるのか、何を子供達に伝えたいのかということを、

はっきり何かで言ってもらわないと。「食育、食育」と言っても考え方がいろいろとあるので、京

都市の方でも、最初は、メタボも食育だとか、老人食も食育だとか。実際はそれも食育なんですけ

れど、それよりも先にやらなければならないことは、子供の食をちゃんとして、我が国の子供に合

った食にしないといけないということ。 

それは給食についての考え方もそうです。大方、日本料理は入っていません。京都市では熊倉先

生が座長になられて、僕らで和食給食を提唱しまして、今５回中４回まで、お米を食べて、みそ汁

があるという食事形態に変えました。子供達がご飯食に慣れて、味噌汁を飲むという習慣を元に戻

させるためには、これが一番だと思います。 

和食の普及についてですが、親や給食にだいぶ問題があると思います。親が「今日食べてきたも

のを作って」と言われても親は作れない。全国の給食では、１枚のプリント用紙で何を食べている

かが分かるというだけでなくて、ちゃんと管理栄養士がついて給食指導員もついてやっているわけ

ですから、それらをレシピにして、ちゃんと全国に公開すべきだと思います。それによって、１食

240円でどれだけのものを食べさせていただいているのかということを明らかにするということも

必要です。料理名を見ても、どんな料理か分からないというものもあるんですよ。インドネシア風

野菜炒めとか、海老のプリプリとか、サバのソース煮とか。熊倉先生と食べましたけれど。別にそ

れほどまずくはなかったですけれど。そこら辺の、もっとやりやすいところから変えていくという

のがいいと思います。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。今のお話は、最初の「和食会議アンケート調査の結果報告」の方にも

入っています。併せて意見交換会の結果も一緒に意見をいただいて良いと思うのですが。今の村田

委員のお話で申しますと、「和食会議アンケート調査の結果報告」の13ページのところに、家庭の

食卓と学校給食というものが保護・継承の場面として非常に高く評価されております。一方が87.7%、

一方が79.8%です。この両者が連携を取ることが非常に大事だということ。結果としてはそういう

ことが当然出てきて、それが先ほど東四柳委員がおっしゃった、フランスのご報告ともつながって

くるのではないかと、今感じたところでございます。 

更にご意見を頂戴したいと思います。 

 

【溝上委員】 

スペインの情報は、今まで殆ど日本で知られていなかったのではないかと思いますので、これは

大事なのではないかと思います。経験観測じゃないですけれど、他国の動きという中で、６ページ

のスペインの食文化の保護・継承体制図はすごいですね。本当に。このスペインの関係図がつくれ

たというだけでも、日本的にものすごく価値があるのではないかと思います。教科書に載せたいぐ

らいです。フランスは、皆さん、何となく結構よく行かれているので、窓口が多いし、まあすぐに

できるかなと思うのですが、スペインは大変だよねというところがあります。地中海ダイエット財

団と軽く言っていましたけれど、そうではない動きも沢山ありつつ各市が動いているみたいなとこ

ろがあり、学校で歌まで歌っているということや、食育をさせるための競争にもうまく取り組まれ



 

 

ているということで、思った以上に進んでいるのではないだろうかと思いました。スペインはもっ

と掘れそうな感じがとてもしました。だとすると、他のメキシコとかもすごいのかもしれないなと

思います。海外に行くことには、消極的な発言をずっと繰り返していましたが、スペインのこの図

はすごいなと思いました。本で言えば、これが１枚あるだけでもみんなが買おうと思うぐらい相当

なものですので、これを活かしたいなというふうに思いました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。スペインはいろいろと面白いと思います。先日バスク地方の人がいらっ

しゃいまして、バスク地方の料理を無形文化遺産に登録したいということで、無形文化遺産に登録

する上で、日本の提案書というものが大変よくできているので、それを見本にしたいということで

した。バスクだと、スペイン政府を通してやるのかと伺いましたら、やはりそうなのだそうですね。

ですからこういう同じスペインの中でも、従来から地中海料理として出されているものと、どうい

う関係になるのか、その辺、興味があるところだと思います。 

先ほど東四柳委員には発言いただきましたが、他の点も含めて、どうぞ。 

 

【東四柳委員】 

今、いろいろなご意見を頂戴いたしましたが、私自身、スペインへ行くのは初めてだったのです

が、何よりも出会う取り組みがどれもとてもすばらしかったことが印象に残っています。実際に視

察したソリアに関してのお話になりますが、街全体で積極的な食育活動を行っているところに、や

はり深い感動を覚えました。先ほどのご報告にもありましたけれど、スペインでは各省ごとに、そ

れぞれの地域にあった取り組みを行っているとのことでした。今回は限られたところにしか調査に

行けなかったのですけれど、地中海料理の考え方と「和食」の考え方には結構共通項があるなとい

う感がありますので、これからもお付き合いを大切にしていく中で、日本でも成果が期待できる取

り組みが見えてくる部分があるように感じました。先ほどお話をさせていただいたので、ここはこ

のぐらいで。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 

海外の方に発言やご意見が集中しておりますが、もうひとつの「和食会議アンケート調査の結果

報告」と「意見交換会の結果報告」ということもございますので、この辺にも、併せてご意見を頂

戴できるといいと思います。 

「和食会議アンケート調査の結果報告」は、そもそもアンケートを求めた対象が和食会議のメン

バーですので、かなり意識の高い方々というところが、ひとつあろうかと思います。そういう部分

を考えながら、これを見ていく必要があると思います。 

ただ、私が非常に驚き、意外に感じましたのは、健康的な側面に対して非常に関心が低いのです

ね。一番関心が低いのが、低カロリー低脂肪を実現できる栄養バランスの良い食生活というところ

で、あまり重視されていない。どうしてこうなのかなと考えると、それはアンケート対象者の性格

があり、それはもう十分分かっているということもあるのかもしれません。それも含めまして、海

外調査のご感想も含めて、笠原委員いかがですか。 

 

【笠原委員】 



 

 

今日は遅れましてすいませんでした。 

まず、私はまだどちらにも行ったことがないので詳しくはないのですけれど、フランス・スペイ

ンの現地調査のお話を聞いて、やはり若い子が自分の国の料理を知らないとか食べなくなっている

というのは、フランスもスペインも結構同じ悩みなのだなとちょっと安心したと言うか、安心して

はいけないのですがどこも一緒なのだと思いました。話は脱線しますが、昨日まで仕事で韓国に行

っていまして、日本料理屋の指導をしてきたのですが、やはり若い男の子達が休憩時間にマクドナ

ルドを買ってきて食べていて、賄いを作るお母さんにキムチも食べろと怒られていました。今、世

界的に、いろいろな国のものが入りすぎていて、こうなってしまうんだな、避けられないことなの

かなと、ちょっと思いました。やはりその中で思うのは、前回の時も話したと思うのですが、小学

校・中学校の義務教育の時の給食は、極端に言えば、９年間毎日「和食」でもいいのではないかと

思いますね。国語の授業があるように、給食は「和食」と決めてしまって、そこである程度食べて

いければと思います。 

あと、先ほどの、スペインの授業で踊ったり、街の名前につけたりというように、例えば、僕が

小学校の頃は九九の表が必ずクラスにありましたから、九九の表じゃないですけれど、「和食のあ

いうえお」のような感じのものをつくって、教室には必ず貼ってあるというのも、ひとつの手かな

と、ちょっとそんなことを考えました。 

この意見交換会の話で言えば、「和食」が食べたくなる状況というのがちょっとイヤだなと思い

ます。毎日食べていただきたいのですけれど、「和食」が食べたくなる状況という質問が出ること

が、イマイチ。和食以外のものを食べている人が多いのでしょう。そこも考えなくてはいけないこ

とだなと、今の話を聞いて思いました。 

 

【熊倉座長】 

おっしゃる通り、「和食」を食べることが、どちらかといえば非日常的なことにされそうな雰囲

気が若い世代にあるといことは、確かに問題なことだと思います。先ほど、海外に限定してお話い

ただきましたが、山口委員、どうですか。「意見交換会の結果報告」や「和食会議アンケート調査

の結果報告」について、何かご意見はございますか。 

 

【山口委員】 

今、東四柳さんからも村田さんからも出ましたけれど、食育との関連でいくと、話を聞いている

時に一番思ったのは、小学校では、学校教育の中で食育が非常によくなされていて、給食の問題点

はありますが、非常に吸収力のある子供達は本当に良く吸収して理解してくれます。我々日本人の

食生活は、食塩以外は元々かなり健康的だったのが、今はそうでもなくなってきているのです。「和

食」を使いながら再び健康なところに戻していくという時に、小学校の食育の中で、それを吸収し

た子供達が機動力になって、家庭に持ち帰って、家庭が少しずつ修正をされていくという、そのよ

うな流れのために、どんな工夫ができるか。いわばその有力な手だてが「和食」運動だろうと思い

ますので、改めてそれが大事だというふうに、他のいろいろなレポートを見て思いました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 

やはり若い世代にどう伝えるかということが一番大きな課題で、それがある意味、どういう場面

かというところが、意見交換会の中でかなり明確に出てきたのではないかと思います。 



 

 

それからフランス・スペインの現地調査は、やはり行って、なるほど価値があったなと改めて思

いました。行く前に予想していたのは、現地では何もしていないのではないかという、いささか失

礼な想像もしていたのですが、逆に、非常に積極的に取り組んでいるということがわかりました。 

さっき山口委員がおっしゃいましたけれど、最初に山口委員がフランスにいらっしゃった時も、

ピットさんにお会いになっていらっしゃるわけですね。やはり１人、そういう軸になる人がいます

と、MFPCAの中核になりますし、そこがきちんと機能していることが大事なのだろうという印象を

受けました。 

先ほど、村田委員から京都の取り組みをご紹介いただきましたが、ああいうものが全国に広がる

ことで、さっきの意見交換会の支えになると思います。 

それでは次の報告の方にいきたいと思います。続いて、事務局から、資料５と６のご説明をお願

いいたします。 

 

【事務局】 

それでは資料５に基づきまして「「和食」保護・継承の対象範囲の整理結果」についてご説明さ

せていただきます。こちらの資料は本日ご説明がありました各種調査、意見交換会の結果から、保

護・継承の対象範囲というものを検討し、整理したというものでございます。 

まず１～２ページ目をご覧ください。ステップ１と２を、１～２ページ目にかけて解説をしてお

ります。本日、先にございました各調査に関して、和食保護・継承の5W1Hというものに基づきまし

てアウトプットを出しております。具体的に言いますと、キーワードですとか考え方というものが

抽出されております。例えば1ページの下の方に書いてありますけれど、先ほど228件の文献を調べ

ましたということでしたが、今回ご提示しています参考資料2というものがお手元にございまして、

数としては358個のエビデンスを抽出しております。左側に赤くついておりますのは、今回具体的

に整理する上で引用したというもので、こういうものを丹念に整理して、今回にもっていったとい

うようなものでございます。 

戻りまして、先ほど資料の２ページ目に、それらをどのように整理したかという考え方を書いて

いますが、文献調査、アンケート、海外調査、意見交換会、そういったものから均一に整理したと

いうよりは、例えば文献調査からキーワード出しをするとか、アンケートでキーワード出しをした

ものの重視度、どういったものを重点化するかを考えるとか、海外調査からどうやって考えて取捨

選択するかということの参考にする、もしくは意見交換会からいろいろなアイデアをいただくとい

う、こういったような整理の仕方をしております。 

３ページ目をご覧ください。実際のアウトプットのうちの一つ、【What】に関して整理した図で

ございます。４方向から矢印が出て、真ん中のオレンジの枠がありますけれど、このように各調査

から出てきた意見をまとめたというものでございます。 

まず【What】に関しましては、真ん中のオレンジのところの解説をいたします。文献調査という

ところから、ユネスコ登録の「和食」の４つの特徴、これは普遍的ものであり留置するということ

が出ております。前回検討会でも山口委員からご意見いただきましたし、こういうものがポイント

としてまずあります。 

ただ一方で、４つの特徴だけでは、具体的に皆が判断しづらい状況であるということも分かって

いることです。こういったところから、多くの人に保護・継承に主体的に取り組んでいただくとい

うことを目指すためには、４つの特徴をわかりやすく、例えば、コア要素という形で具体的に置き

換えるというのが良いのではないかということを整理させていただきました。 



 

 

コア要素とはどういうものかと言うと、アンケート等から、例えば食材、調理、食べ方とか。こ

ういったものが３要素として整理できるのではないかということで、考えさせていただきました。

ただし、その時に、コア要素というものだけではなくて、現実の食生活に配慮し、進化や外国文化

からの取り込み等などの周辺要素も考慮すべきという整理もしています。こちらも前回の検討会で、

そういった意見があったと思います。かつ、その要素に強弱をつけて、コア要素から周辺要素まで

を分かりやすく示すべきというような、【What】の整理をさせていただいたということでございま

す。 

続いて、４ページ目の【When】「いつの時代の「和食」を保護・継承すべきか？」ということに

関する整理です。文献調査とアンケートが主な引用先となりますが、時代的にはコア要素というの

は、多くは江戸時代に成立していまして、そこから明治維新や戦前・戦後を経まして、家庭の食の

崩壊が少し叫ばれるようになった昭和の頃までが目安ではないかということを整理しております。 

先にアンケートの結果ですが、ファストフードは「和食」と言うには違和感がありますという結

果が出ていると思いますけれども、戦後のカタカナ料理や明治以降の和洋料理など、こういったも

のには違和感はないけれども、保護・継承の重要度は低い。一方で、江戸時代の料理までさかのぼ

ると、ほぼ継承すべき範囲が含まれる。こういったような時代の中心的な整理があるのかなという

ことです。 

続いて５ページ目をご覧ください。こちらは【Why】、保護・継承の意義、目的に関する整理を

しております。まず、海外調査の考え方が非常に参考になっておりまして、ユネスコに登録された

から「和食」を保護・継承するという、そういったことではなくて、私達が「和食」を素晴らしい

と考えて次世代に伝えたいから保護・継承するということ。それが前提になってくるのではないか

と思います。 

次にアンケートの結果で分かりましたけれど、技術やモノだけではなく、その背景にあるより精

神的な部分の保護・継承の意義目的。こういったことが重要ではないかということが整理できたと

いうことです。 

ただし、一方では、意見交換会で出ていましたけれど、若者世代からは、「和食」は洋食と比べ

て近寄りがたいというような、少し残念な、また地味とか難しいというイメージが持たれていると

いうことがありました。それが現実だとしますと、例えば伝統保護色が強い目的を考えると、少し

逆効果になる可能性もあるのではないかと、そういったことを考えなければいけないという整理の

仕方をしております。 

続いて６ページ目ですが、これは【Where】ということで、保護・継承の場面ですが、「和食」

の保護・継承の中心ははやり食卓。子供に食文化を伝える場として、学校や地域の食育の場も重要

だということが、かなり議論で明確になってきていると思います。ただ、意見交換会では、先ほど

笠原委員からも出ましたが、「和食」をしばらく摂食していない時があるとか、バランスの良いヘ

ルシーな食事を欲する時があるなど、こういうことが、ひとつの事実として少し出てきたかなとい

うことがございます。 

次に７ページ目ですが、これは対象の【Who】ということで、アンケート結果もありますけれど、

まずはユネスコに登録した「国民全体が担い手」ということが、まずは前提になるかなというとこ

ろでございます。より重点的にいくということですとアンケート結果からは、家庭の保護・継承と

いうのは、子供や母親。子供は小学生なのか、もしくは高校生まで含めようかという議論があると

思いますが、そういったところが重視されます。 

事業者については、いろいろな方がありましたけれども、若い料理人の方とか、学校給食関係者



 

 

など、そういう人が重要ではないかという整理をしています。 

最後に８ページ目ですが、これは【How】。今回は【How】の具体的な策を出すというよりも、方

向性を出すことが、検討会の目的であると思います。３点、方向性の案を出させていただいていま

す。ひとつは、幼い頃から「和食」に触れる機会を増やすことで、「和食」が好きになるきっかけ

を増やす。そういった方向性。 

もう１つは、家庭の食卓を担う親世代から、手軽に楽しんで和食を作る機会を増やすという方向

性。 

３点目は、先ほど現実的に伝統行事、年中行事と一体になったところで接点が多いということな

ので、こういったところを踏まえた方策という整理をさせていただきました。 

資料５の説明は以上となります。 

 

【熊倉座長】 

 では資料６の方もお願いします。 

 

【事務局】 

続きまして、資料６につきましては、私の方からご説明差し上げます。 

資料６の「「和食」の保護・継承に向けた報告書の方向性（案）」ということです。今回の事業

の目的になります保護・継承対象範囲の考え方について、こちらでは熊倉座長の指導を受けて、整

理させていただきました。まず5W1Hで整理してまいりますと、継承の対象範囲であるWhatとWhenに

ついては、Whyの部分である「なぜ保護・継承するのか」、またWhoの部分である「誰が中心となっ

て」取り組むことを想定するのかということが前提にあって、「だから「和食」の保護・継承の対

象範囲がこうなる」というふうにつながっていくものと考えます。またその対象範囲を、どのよう

な場で、どのように保護・継承していくのかというWhereとHowについてはWhatからのストーリーで

つながるものと考えております。 

次のページの図をご覧ください。今の話の流れで、まずWhyとWhoについて考えてまいります。Why

に関しましては、ユネスコ無形文化遺産に登録されたという事象を起点に置きすぎると、対象範囲

や取り組み自体に広がりを失う懸念があります。それぞれの立場で異なるかもしれませんが、「世

界中がヘルシーでおいしいと絶賛する「和食」」、「健康的な国にしたいから」、「伝承の味（お

ふくろの味）のバトンの受け渡しが家族の絆、地域の絆を強めることにつながるから」というよう

な理由を起点にしたてみたらどうかというような考え方。 

またWhoに関しましては、先ほど出ましたけれども、日本人全体が継承すべき対象であるという

ふうに考えますけれど、特に次代を担う子供達とその親というところが保護・継承に取り組んでい

くべき中心と捉えまして、加えて和食のプロでありますユネスコ無形文化遺産登録に熱心に携わら

れた日本料理の関係者であったり、料理学校であったり、和食の研究家の方々であったり、和食の

作り手であったりという普及者の方々にも、この保護・継承活動に積極的に取り組んでいただく必

要があるのではないかというふうに考えています。 

そうした時に図の右側になりますけれど、What（When）に当たる対象範囲のところでは、ユネス

コ登録申請時の「和食」の4つの特徴は普遍的なものとして留意しつつ、多くの人が、この保護・

継承に主体的に取り組めるようにするために、現実の食生活の中で取り組んでいけることが必要で

あったり、また、皆さんが頭に描く食の保護・継承の対象範囲がみんなで共有しやすく分かりやす

いということが必要であったりするのではないかというふうに考えております。 



 

 

最後のページになります。対象範囲を設定しまして、更にそこから、どのような場で、どのよう

に保護・継承していくのかについて提言をしていくにあたりまして、まず対象範囲につきましては、

「和食」の４つの特徴を置き換えて、例えばということなのですけれども「食材」「調理」「食べ

方」に分類した上で、これらの要素の強弱の組み合わせで、「和食」のコア要素であったり、ライ

スバーガー、たらこスパゲッティといった和の要素がちょっと入った進化系の料理みたいなものな

ど、周辺要素まで分かりやすく、現代の食生活も踏まえた上で整理できるのではないかというふう

に考えました。更に、この整理に際しましては、皆さんが取り組みやすいように、スコア化してみ

てはどうかという考え方の提示でございます。 

また図の右側の方になりますが、どのような場でどのように保護・継承すれば、最も効果的かと

いうことにつきましては、スコア化を元に「和食」「和風」「その他」みたいな形に分けて検討し

ていくのはどうかという考え方を整理させていただきました。説明は以上です。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 

この整理につきましてはいろいろなご意見があろうかと思います。私も一部、連携して意見を申

し上げました。しかし私の意見ということではございませんので、自由にご議論いただきたいと思

います。 

それでは、資料５と資料６を併せて一緒にご議論いただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。 

「「和食」をなぜ保護・継承するのか」で、「ユネスコ無形文化遺産に登録されたから」という

ところにバツを付けてしまうのはちょっと行き過ぎで、やはりそこが起点だと思うのです。ただ、

あまりそこに取りつかれていくと後ろ向きになってしまうので、今日の報告のまとめとしてもう少

し前向きにと言いますか、将来、「和食」をどういうふうに発展的に継承していくかということ。

その辺に、新しい色合いとしてつけたいというのが、この報告書のまとめ方の方向性です。 

起点として登録される理由になりましたのは、「和食」文化というものが、今、危機的状況にあ

るということです。危機だという認識が、やはりそこにあります。日本の自然環境を守り、日本人

らしさをつくりあげてきた「和食」というものが消えてしまっていいのかという、そういうひとつ

の危機感というものが、どこかに書き込まれる必要があると思います。 

しかし、そこに留まるのではなくて、次にどういうふうに発展させていくかということで、コア

と、コアの周辺に広がるグラデーションの、いささか曖昧な和の部分というものを、どう判断する

べきか。実は若者達には分からないのですね。我々にも分かりにくいところですから。若者達が言

うのは、和食が分からないということだけではなく、和風の部分も含めて良いのかどうかというこ

とを躊躇するところがあると思うのです。そういうところを、これからは含めて、保護・継承の取

り組みに、それをどこまで加えつつ展開していくかというのが、今日の報告書をまとめる方向性だ

と思っております。 

それではご意見を頂戴したいと思います。どうぞ。 

 

【山口委員】 

これだけ、前段でいろいろな事実がたくさん積み重なって、その中から抽出したことが、最後に

ご説明いただいた２ページ。枠組みとして非常にうまい整理をしてもらえていると思います。特に

最後の紙は、我々の考え方の整理をし、前段の個別事象がみんなそれぞれのところに吸収されると



 

 

いう、非常に良いまとめの枠組みだというふうに私は思いました。 

これを見ながら、２点、ちょっと感ずることがあるのですけれど。１点は、この範囲の議論をす

る時に、必ず「ラーメンはどうなるんだ」という議論にすぐになってしまうのですが、これはそれ

に対するひとつの整理になっています。つまり、食文化というものは、いわば同心円状に広がって

いて、それの一番中心部分のところに、それこそ登録の時に申請をした４つの要素があります。あ

れを色濃く備えているものが、中核、中心のところにあるわけです。周辺部分は、その濃さが段々

弱くなって非常に薄いけれど、しかし日本人が我々の食文化の中で接しているメニューがあります。

例えばラーメンだって、確かに中華麺を使うわけですが、味噌味だったり醤油味だったりするわけ

だし、我々はトッピングをいろいろと乗っけて、野菜ラーメンだったりモヤシラーメンにしたりす

る。そういうことが、周辺部分のメニューが中核の方に向きながら、ここでいう和風化されるとい

う考え方に整理ができる。ですから、ラーメンはどうするんだという時に、まさにこの考え方に沿

って整理できるような気がします。 

その手立てのひとつとして、ここにスコア化というのが出ていますけれど、これもそういう意味

では中核と周辺を整理するためのひとつのテクニックとして、非常にうまい方法だなというふうに

思いました。 

そういうふうに、これから「和食」を広げていく際の、範囲のものの考え方という意味で、食文

化は同心円状で表すとすれば、こういう表し方で、非常に整理としてはうまいのではないかと思い

ました。 

２点目は、その主要な要素として、真ん中の「食材」「調理」「食べ方」というふうにあります

けれど、これも基本要素としてとても良い整理だと思います。今、例としては、例えば「食べ方」

のところは、食べる際の道具が事例として挙がっていますけれど、この「食べ方」のところに、例

えば「和食」独特のみんなで一緒に食べるというようなことが、まさに「和食」の特徴として、何

かにつけていろいろな催しやイベントの真ん中にいつも食べ物があるという「食べ方」であるわけ

です。しかも、食べる時に、単に食物だけではなくて、その周りにいろいろと演出するものがあり、

おいしさを増強していくところまでいくと完全に文化になるのですけれど。この「食べ方」のとこ

ろに、そういう要素がいっぱい入っているという考え方をすると、この「食材」「調理」「食べ方」

という整理が、とてもよく整理できるような気がします。それから、「和食」は難しいとか、専門

の料理人の方がいらっしゃるわけですけれど、「調理」のところに、そういう方の素晴らしい技術

要素が入っているわけです。 

というように考えていくと、この１枚のシートは非常に良く整理ができていて、今の２点ぐらい

について補強をしていくと、我々としては5W1Hで問いかけをしたことに対する答えが、かなり分か

りやすく整理できているなと思いますし、整理できると思います。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

 

【村田委員】 

僕も、この表を見て初めて自分の頭の整理ができました。裾野は広い方がいいというふうに思っ

ているので、日本人が作って、日本にしかないものは、みんな「和食」の範疇に入れてしまえとい

うのは、それもちょっと暴言かなと思っていたところ、この表は非常に分かりやすいなというふう

に思いました。 



 

 

ただ、ライスバーガー、たらこスパゲッティ、ラーメンなどは、これからもいろいろと出てくる

でしょう。これらの進化を妨げてはいけないというふうにも思います。そのためには、変な規制を

なくすとか、かん水が入っていないとラーメンと言ってはいけないとか、生肉は食べるなとか、い

ろいろありますが、食べるものというのは非常に自由なものであると思うので、国からのいろいろ

な規制があると、その進化を妨げるであろうということを思います。 

調理の技術ということに関しては、NHKがやっている「きょうの料理」、あれはもう少し影響を

持ってもいいと思うのです。韓国風カレーを今日の料理に載せる必要があるのかどうか。「和食」

は難しい難しいと言われますけれど、僕は「和食」ほど簡単な料理はないと思います。普通の人が、

もうちょっと「和食」を簡単に作れる方向になればいいと思います。今は核家族化が進んでいるの

で、親からの伝承がなくなっていますから。スパゲッティの作り方とかカレーの作り方とか西洋料

理の作り方はそこらにいっぱい溢れているわけですが、和食の作り方というのが十分ではない。 

それから、小学校の子供達は、どこまでが「和食」で、どこから先が洋食か、まだ全然わかって

いないのです。「ハンバーグは和食ではないの？」と、この前、言っていました。自分達が生まれ

た時からあるので。肉ジャガは和食ですが、肉ジャガがどんなものか知らないと言うので、「玉ね

ぎと、肉と、ジャガイモを炊いたもの」と言ったら、「それはシチューと言うんだ」と言っていま

した。現実には、彼らの頭の中ではそうなのでしょう。僕らが思っているイメージとは全く違うの

です。子供達の頭の中では、何が「和食」で、何が「和食」とは違うのか。それから、四季の食材

を使えと言うけれど、この頃はナスもトマトもキューリも年中ありますので、彼らの頭に中には、

食材の季節感というものが全くないのです。そういうところら辺から、ちょっとずつでもいいので

やっていかないと。 

このスペインなどは、非常に食材の輸出が急に増えました。こういうことを整備することによっ

て、スペイン全体の食材の輸出が、今は一番か二番になったと思います。それは、料理人が非常に

活躍しているということです。それらを世界に向かって売っていくために非常に活躍しています。

けれど、日本では、僕らよりも年がいった偉い人でもやっている方はいますが、実際に動いて、そ

れらをちゃんと整備していって、現場に行って、小学校に行くというような料理人があまりにも少

ない。アカデミーをやっていても、京都周辺でうろちょろするだけです。全国で、そういう料理人

のちゃんとした団体が、自分達の後継者を育てるため、また将来のお客さんを育てるために動くと

いうことができないと、なかなか難しいです。研究家の先生でも、大きな団体はあるのですけれど、

ひとつの力になっているかと言われると、決してそうではないなと思っています。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。これは、広げて考えるという方向性。ひとつの新しい視点ということ

で、ご指摘をいただきました。やはりこれに合わせて、料理人の方々の新しいレシピが生まれてく

るといいのではないかという気がします。では、溝上委員、どぞ。 

 

【溝上委員】 

このスコアの話が先ほどから出ていますが、こういうのは格づけみたいに、よく国債がトリプル

Aみたいに勝手に決めている人がいるのですが、その結果により急にすごい衝撃を受ける。格付け

会社が、日本の国債の格付けをひとつ下げましたというだけで、やたらひどい目に遭う人とか、急

に株価が下がったりとかするのですが、あれは民間というのが非常に不満でした。例えば、今、和

食会議の一般社団法人化などが動いておられるのですが、「これは和食だ」と格付けをしてあげて、



 

 

各地に「和食」判定員や審判員みたいな人達がいて、分からなくなったら「これは保留にさせて」

と会議で決めるとか。今、新しい粉末茶の発明をしようということで、海外で粉末茶を増やすため、

特にアメリカで粉末茶の需要を増やすために、今皆さんにレシピを考えてもらっています。カリフ

ォルニアロールと名前が付くぐらいの新しい開発をしてくださいという話をしています。お茶とバ

ターを混ぜた焼きおにぎりで、食べるお茶漬けみたいなものが出てきたりしており、これが海外で

どういうふうになるか分からないのですが、新しい発明がきっと出てくると思います。和食が広が

れば広がるほど、アレンジされたものが出てくると思いますが、「これも、皆、和食だ」というふ

うに格付けしてあげるのもいいのかなと思いました。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。国が決めるというよりも、こういうことは民間で主導していくとか。 

 

【溝上委員】 

はい。その人達から、和食会議も広がるのかなと思ったものですから。 

 

【東四柳委員】 

特に意見はございませんが、このスコアは分かりやすいと思って拝見しておりました。 

ただ、何が「和食」かという話は、先ほども出ていたかと思いますが、やはり私達世代の人間が

見て「これは和の食材」「これは和の調味料」「これは和の食べ方」という認識と、今の大学生の

認識と、あとはもっと若い、それこそ小学生、もしくは幼稚園児・保育園児達の認識は全然違うと

思います。やはり文化は時代によって変わっていくものだと思いますので、何が「和食」かという

目を養うということを、早々に実践するべきではと感じました。  

先ほどの和食会議のアンケートの結果を見ましても、保護すべき重要な要素であるということで、

非常に高いパーセンテージを出している出汁のことですとか、「和食」の健康価値やマナーについ

てですとか、あとは「和食」というのは自然に感謝する行事に密接に結び付いているという考え方

について学ぶ機会などを、学校教育の中で具体的に取り組んでいくことができれば、必然的に「和

食」とはこういうものだというイメージが早い時期から子供達の中で芽生えるのではないかと思い

ます。そうなってくると、各世代別に別々の基準ではなくて、ある程度の基準で、日本人としての

「和食」の考え方やイメージを共通させることができるのではないかと感じました。 

私もこのスコア―は分かりやすくて、すごくありがたいなと思いながら拝見しておりました。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。では、笠原委員、どうぞ。 

 

【笠原委員】 

最後なので、皆さんに殆ど良い意見を言われてしまいましたが。まず、この表を見て、全くそう

だと思ったのは、話が戻りますが、なぜ和食を提唱するのかというのは、ユネスコ無形文化遺産に

登録されたからではなく、良い料理だから文化遺産に登録されたという魂を忘れないように。私も

日本料理の仕事をずっと世界でさせていただいていますので、その点では特に、第一線で動きたい

と思っています。その中で、更に、では誰か中心となって保護・継承に取り組むべきか。「和食」

の料理人さんだけが頑張ってもやはり限界がありますよね。それも全くここ書いてある通りで、や



 

 

はり日本人全体で、オールジャパンということで、その通りだととても感動しました。 

いろいろ読んでいて、先ほどの意見でもありましたのは、お母さん方が「和食」は近寄りがたい、

難しいと。皆さん、近寄りがたいとか難しいという言葉を使っていますが、結局、ただ知らないだ

けだと思います。先ほど村田さんがおっしゃいましたが、僕は「和食」が一番簡単だと思います。

取ろうと思えば、すぐに出汁も取れますしね。今、家で揚げ物は大変と言いますが、油の鍋さえか

かっていれば、てんぷらなんてすぐに揚げられます。そういうことをなるべく噛み砕いて、簡単だ

ということを分かってもらえる動きをしたいなと思います。 

 

【村田委員】 

料理研究家がいけないのですね。 

 

【笠原委員】 

そうですね。あまりそういうことを言うと怒られてしまいますが。 

揚げ物なんて、油の鍋さえ常にかかっていれば本当に簡単ですし、鶏の唐揚げなどはパーッと。

まあ唐揚げが「和食」かどうかですが、最短調理で、すぐに加熱できます。蒸し器なども、常にか

かっていれば、温め直すのにあんなに便利な器具はないと思います。そういうところから見直して、

「和食」は絶対に難しいものではないということを伝えていきたいと思います。 

その中で、給食や家庭科の授業など、結構小学校や中学校に行かせてもらっていますが、学校に

よってすごく温度差があると感じます。本当に熱心な先生達が一丸になって取り組んでいる学校に

行くと、素晴らしいなと思います。「和食」の給食を作ったり、家庭科の授業ですと、ブリを1匹

を持って行ってさばくところから見せたり。そうすると、家では骨付きの魚は嫌いだ、食べないと

言っているみたいですが、中学生ぐらいの男の子などは、お腹が空いているのか、本来なら使わな

い兜の部分とかも焼くと全部食べてしまう。やはり見て、ここが旨いんだよとか、こうやったら食

べられるんだよということを知っていれば、決して子供達は「和食」が嫌いというわけではないと

思うのですね。お母さん達が、大人が教えていないからだと思います。 

逆に、温度差のある学校に行くと、今日は「和食」の給食に笠原さんが来てくれて、みんないい

ねと、先生は立派なことを言ってくれているわりに、魚が嫌いなのか、残したりするのですね。「こ

んな日ぐらい、この先生も食べろよ」と思うのですが。そこはちょっと、大人も気をつけてほしい。 

子供達に、食育だ、本物の授業だと呼んでくれるPTAの方もいるのですが、僕が出汁の引き方、

鰹節を削るところから見せると、子供達は「削りたての鰹節はこんなにおいしいんだ！」と喜んで

食べてくれて、そういうのはいいのですけれど、お母さん達も。すごく熱心なお母さんはいいので

すけれど、一部のお母さん達には、僕が来ただけで満足しているお母さんもいて、大人・親のエゴ

みたいなものを感じます。「今日はうちの学校に笠原さんが来て、本当になんて素晴らしい」と言

いながら、そのあとにイタリアンにランチに行ったりするのですね。そいうところは、何だろうと

思います。日本人全員が一丸となって取り組んで行かないと「和食」が盛り上げられないのではな

いかと思います。 

最後ですが、どこまでが「和食」かということです。ライスバーガーとか、確かに子供の頃から

こういうものが周りにあって、僕もおいしいことは分かりますが。自分の中の基準というか線引き

をしているのは、今日は和食が食べたいなと思った時に、パッと浮かぶものが「和食」なのではな

いかと思います。出汁のきいたお吸い物だったりお味噌汁だったり、上手に炊けた野菜の煮物であ

ったり、焼き魚であったり、その辺かなと思います。僕も一応プロの料理人ですから、例えばラー



 

 

メンや餃子も、おいしく作ろうと思えば、まあおいしくものが作れると思います。お店でもたまに、

遊びですっぽんのスープでラーメンを作ったり、フグの粗でラーメンを作ったりしますが、当然お

いしいです。でもそれを僕が「はい、今日はこんな感じですよ」と、「和食」のメニューとして出

してしまうと、本来の「和食」が崩れてしまうのかなと思いますので、自分はやらないようにして

います。決して否定するわけではないのですが、「和食」の料理人がわざわざそこまで作る必要は

ないな、逆に踏み込まない方がいいのかなと思います。お店をやっている人間は、「和食」はこう

いうものだよというある程度の基準をつくって、食べに来てくれる人に広めるのが役割かなと思っ

ております。 

 

【熊倉座長】 

大変貴重なご意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。 

今日は調査結果の報告が大量にございましたので、内容が豊富でした。しかし、最終的にこうい

う方向でという報告書のまとめには皆様のご同意をいただけたかなというふうに思います。 

最後の１枚の紙ですが、このスコア化というひとつの提案をしてみたわけですが、しかし、これ

はまだまだ。先ほどからご議論がありましたように、要素をもっと充実させていかないと、いろい

ろな要素があって、その要素が等価ではなくて、高い要素と低い要素があるとか、いろいろなこと

があります。具体的に、いろいろな料理についてこれを適用してみて、実際にこれは効果があるか

どうかというのを実証してみないと、これでいけるというふうには言えないと思います。できれば、

この報告書の中に、この部分は入れずに、大変新しい見方で面白いとは思いますが、ちょっとイン

パクトが強すぎるところもありますので、もうちょっとこの議論を、できれば農水省の方にお願い

して、次年度にこういう議論を継承できるような、そういう機会ができればありがたいなというこ

とで、もう少し議論を深めていきたいなというふうに思っております。 

しかし、今までのコアの部分だけではなくて、より広く、若者達がこれから摂取し、好んで食べ

ていけるような、新しい「和」というものをつくっていくという方向でまとめていくということで

は、ご同意いただけたかと思います。 

それから、今、笠原委員の話にもありましたが、「和食」と日本料理ではちょっとレベルが違う

ので、「和食」としてはこういう広がりがあって、日本料理としては、ひとつ特化された部分があ

るという、この辺の議論もこれから深めていったらいいのではないかと、そんなふうに思っており

ます。 

 今日は大変長時間に渡りまして、ご議論いただきまして、ありがとうございました。 

とりまとめいただいた事務局への私からのお願いでございますが、せっかくここまで、なかなかこ

れだけの資料は、特に海外調査とアンケート調査につきましては、非常に内容豊富な資料になって

おりますので、今日の分析で終わらずに、もう少し例えば世代別にはどう反応しているのかという

ことも含めて、もう少し深めた調査結果をお出しいただき、農林水産省に出していただきたいと思

います。それから海外調査も、今日は資料として付いておりませんが、かなり細かな議論の中身が

あると思いますので、これも整理されて、後日提案いただきたいと思います。 

そんなことで、次回の会議までに、その辺を含めて進めていっていただきたい。最終的には、パ

ンフレットのような形、そんなタイプの報告書になると思います。簡潔にまとめられた部分と、そ

の背景にあるきちんとした資料を添えてまとめていただきたいと思っております。 

 それでは今日のご議論を踏まえまして、次回は、３月４日を最後の第３回の検討会にいたしたい

と思います。それまでに報告書の整理を進め、できれば私も関与する形で整理して、またご提示申



 

 

し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

熊倉座長、ありがとうございました。 

今熊倉座長の方から、次回の検討会の日程のご案内がございましたが、詳細は別途、事務局から

お伝えしたいというふうに思います。 

最後に農林水産省から何かございますか。 

 

【農林水産省】 

今日は、長い時間、様々な調査結果や資料の分析を熱心にしていただきまして、まことにありが

とうございました。年末、これらの調査の設計を進めていた頃には一体どうなるのだろうかと思っ

た時期もありますが、それこそ東四柳先生に現地に行っていただき、事務局の方々にも行っていた

だいて、海外調査では大使館やジェトロのスタッフ等にも頑張ってもらい、随分立派な調査ができ

たと思っています。それから意見交換会は、私も栃木と横浜に参加させてもらいましたが、先ほど

天野室長からもありましたように、初めて、料理人の方々がおばあさんやお姉さん方の前で料理を

する姿を横で拝見して、あの女性の方々の目の輝きように強く感動し、これはもっとこの人達に頑

張っていただかないといけないなと思ったことも、私としてはひとつの成果でした。 

アンケートやスコア化の論点について、熊倉先生から、次回を一区切りとしながらも、次年度に

もというお話をいただきましたので、更に検討を進めてまいりたいと思います。今日はありがとう

ございます。 

 

【事務局】 

以上で、本日全ての予定を終了いたしました。これをもちまして、「和食」の保護・継承に向け

た第2回検討会を終了いたします。本日は皆様、ありがとうございました。 

 

（了） 

 


