
■「和食」の保護・継承の論点 資料 ２ 

１. これまでの成り立ちと今後の発展を踏まえた「和食」に関するイメージ共有化 

２. ５W１Hによる「和食」保護・継承の対象範囲に関する検討の進め方 
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３. 方策の方向性の考察 



■「和食」の保護・継承の論点 

特徴を踏まえた新たな受容と 
進化による「和食」の対象範囲 

治水・灌漑技術 

オリエント文明 

弥生・古墳
時代 

飛鳥
時代 

天平・平安
時代 

武家
時代 

近代 

水稲文化の発展 

日本独自の四季・自然尊重・職人気質・南北に長い国土 シルクロード終着点⇒独自文化への昇華 

発酵技術・二十四節季 

中華文明 

発酵食文化・出汁文化の発展 

洋食文化・太陽暦 

和風食文化の発展※ 

西欧文明 
郷土料理の発展 

ジャンクフード 

米スタイル 

トレンド（健康、地球環境） 

わが国食文化の原点 わが国の多様性を育む背景 

近現代食文化 

大航海時代 

③自然の美しさの表現 

④年中行事との関わり 

①多様で新鮮な食材と
素材の味わいの活用 

②バランスの良い健康的
な食生活 

和食の４つの特徴 

和食文化の成熟期 
（一汁三菜、茶懐石等様式） 

 

活発な交易 

（鎖国） 

１. これまでの成り立ちと今後の発展を踏まえた「和食」に関するイメージ 

2 ※和風文化の原型が形作られた時代 



■「和食」の保護・継承の論点 
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• 明確な四季と地理的多様性により、
新鮮で多様な山海の幸を使用。 

• 食材の持ち味を引き出し、引き立た
せる工夫。 

• 米、味噌汁、魚や野菜・山菜といった
おかずなどにより食事がバランスよく
構成。 

• 動物性油脂を多用せず、長寿や肥満
防止に寄与。 

• 料理に葉や花などをあしらい、美しく
盛り付ける表現法が発達。 

• 季節にあった食器の使用や部屋のし
つらえ。 

正月を始めとして、年中行事と密接に関わった食事の時間を共にすることで、家族や地域の絆を強化。 

ユネスコ無形文化遺産への「和食」の登録申請概要（申請：2012年3月／登録：2013年12月） 

「和食；日本人の伝統的な食文化」と題し、 

  「自然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する「社会的慣習」 
          として提案。 

①多様で新鮮な食材と素材の味わい
の活用 

③自然の美しさの表現 

④年中行事との関わり 

②バランスの良い健康的な食生活 

「和食」の5W1Hを整理することで、「和食」の保護・継承の対象範囲の検討を進める 

「和食」の保護・継承が求められる 

２.  ５W１Hによる「和食」保護・継承の対象範囲に関する検討の進め方 
 



■「和食」の保護・継承の論点（案） 

対象範囲 
要 素 

素材 調理 作法 文化 

 
４つの特徴を踏まえて 

ユネスコ無形文化
遺産登録 

和食の４つの特徴 

③自然の美しさの表現 ④年中行事との関わり 

①多様で新鮮な食材と
素材の味わいの活用 

②バランスの良い健康
的な食生活 

「和食」の保護・継承措置の 
対象範囲 

●「和食」の保護・継承とは？ 
 

●「和食」の保護・継承の 
  意義や目的等は？ 

●「和食」の保護・継承する主体は
誰？誰のため？ 

●「和食」の保護・継承していく 
  主な場や機会は？ 

●「和食」の保護・継承の 
  場面は？ 

●「和食」の保護・継承する方法は？ 
 

What 

Why 

Who 

Where 

When 

How 

「和食」保護・継承への脅威 地域食材の
衰退 

家庭で料理
を作らない 

正しくお箸
を使えない 

コミュニティ
が希薄 

２.  ５W１Hによる「和食」保護・継承の対象範囲に関する検討の進め方 
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有識者による検討会 

母親や若者等との意見交換会 

海外の食文化の保護・継承策
の実態調査 

和食会議会員等への 
アンケート調査 

文献調査 

検討会、各種調査、意見交換会
の結果からキーワードを整理 
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■「和食」の保護・継承の論点 

３. 方策の方向性の考察 

• 「和食」の保護・継承措置をとっていくための「脅威」の検討から、取組むべき方策の方向性について考察します。 

素材 調理 作法 文化（風習、精神）

（食の場、調理技術の視点）
・洗練された日本料理
　（懐石料理、会席料理等）
・外食
・家庭料理

（食事内容の視点）
・一汁三菜（ごはんを基本）
・カタカナ料理
（ラーメン、ハンバーグ、カレー、
ギョーザ等）
（和食と和風料理）

Why

「和食」の保護・継承の
意義や目的等は？

・地域の伝統食材の保存を図り、地域文化・社会の
維持を行うことを通し、食べ手、作り手に多様な選択
肢を提供する。

・適切な「和食」の調理方法の普及を通し、海外にお
ける「和食」の価値の維持・向上を図る。

・食の作法を学ぶことで、一般的なマナー、作法の
習得へつながる。「和食」の作法を普及・啓蒙するこ
とを通して、日本人のマナー、作法の素晴らしさを若
い世代や世界に伝える。

・食育を通した子供の健全な成長。若い世代への食
文化の伝承。食の交流を通した地域や家庭におけ
る絆の醸成。

Who

「和食」の保護・継承する主
体は誰？誰のため？

・日本独自の文化や日本食が見直され、多様な食
材が求められるようになってきている。

・戦後、職人の海外修行や教育機関（料理学校）の
登場等により、欧米の調理技術の取り込みが進ん
だ。近年、核家族化や女性の社会進出等により、家
庭では料理の簡素化が目立つ。

・平安時代から武家時代にかけて、和風の食文化
が発展してきた。

・家庭やコミュニティが希薄化し、地域で食文化や風
習が伝えられなくなってきている。

Where

「和食」の保護・継承していく
主な場や機会は？

・内陸、海の幸。北海道、東北の冬の食から、九
州、沖縄の温暖地域の食まで、四季に応じた地域
の旬の食材。

・鍋料理等、郷土の固有の料理方法。 ・地域に応じた食の作法の発展。 ・地域の祭事と密接に関係した食文化が発展。郷土
食を通した地域のアイデンティティの醸成。

When

「和食」の保護・継承の場面
は？

・江戸時代、大豆が主なタンパク源であった。明治
維新以降、肉食が急速に発達した。戦後、加工食品
が発達した。

・長らく中華文明の影響を受け、発酵食やだし文化
が日本で独自の進化を遂げた。高度経済成長期を
境に、中食、外食を始めとする個食が一般的になっ
てきた。

・平安時代から武家時代にかけて、和風の食文化
が発展してきた。

・江戸時代鎖国の影響、郷土料理が発達した。明治
以降、文明開化により西洋化が進んだ。戦後、米国
風の食生活が普及した。

How
「和食」の保護・継承する
方法は？

素材 調理 作法 文化
・食材の画一化（食品流通の寡占化、偏食）

・伝統野菜（食材）生産の危機

・若者の○○離れ（ごはん、野菜、みそ汁等）

・食品の衛生管理の問題（食中毒）

・海洋資源（クロマグロ、うなぎ等）の過剰利
用、枯渇、満限利用

・生産者の人材不足、後継者不足

・調理の簡略化、レベル低下（調理に確保で
きる時間の減少、家庭の料理の単品料理
化、大皿化）

・ネット検索や料理情報サイト等による安易
な料理方法の習得と誤解

・料理人の人材不足、後継者不足

・箸や配膳の作法、マナーの理解不足

・栄養摂取、健康を考えた摂食マナーの理解
不足（若者の「ばっかり食べ」の増加、「三角
食べ」の理解不足）

・和食の歴史に関する知識不足、教育機会
の不足

・年中行事、祝い事を通した食文化の減少
（核家族化、ライフスタイルの変化）

対象の範囲
要素分解による文献調査の方針とイメージ

What

「和食」の保護・継承とは？ 日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化

・ごはんを主食とし、洗練された日本料理から家庭
料理まで、出汁（だし）や醤油、味噌等の調味料が
味付けの基礎となっている。行事食、郷土料理で
は、地域の伝統食材が用いられている。

・食材の自然の新鮮さ、味覚を活かす調理技術が発
展してきた。仕込みや調理だけではなく、盛り付け
にも時間をかけ、見た目にもこだわる。

・洗練された日本料理では、季節に合わせて皿や器
を変え、味だけではなく、見た目にもこだわってい
る。

・「いただきます、ごちそうさま」の言葉を捧げ、料理
人、生産者、自然等に対し、感謝の意を捧げる。お
盆や年末年始（正月）等、伝統的な行事食の慣習を
有し、クリスマス文化等、異国の文化行事も取り込
む。

（社会的慣習の視点）
・行事食

・郷土料理

・ユネスコ無形文化遺産保護条約に基づき、締約国には、無形文化遺産
について、適切な保護措置をとることが求められる

・日本人全体
　・食べ手　　　・料理人　　　　・生産者　　　　・食料品メーカー
　（若者）　　　　　（母親）　　　　　　　　　　　　 ・外食事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教育機関（料理学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・NPO法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・調理器具メーカー

・日本全国共通の食
・郷土ごとの食
・沖縄、北海道の食

・江戸時代の食生活、戦前の食生活、現代の食生活・・・
　いつの時代のものがベースか？
・現代ある形の食を保護？
・時代に合わせて生き残る食（変化するもの）を保護？

・現在、保護・継承している人向け→活動の強化、情報発信
・現在、関心がない人向け→普及啓発、学校給食、食育

脅威

「和食」の素材、調理、作法、文化について、歴史的な経緯や特徴を整理します。

「和食」の素材、調理、作法、文化における主体の状況等を整理します。

保護・継承すべき「和食」とは何かについて、素材、調理、作法、文化等の要素にわけ、整理します。

「和食」を保護・継承する意義や目的について、素材、調理、作法、文化等の要素にわけ、整理します。

「和食」を保護・継承する場や機会について、素材、調理、作法、文化等の要素にわけ、整理します。

「和食」を保護・継承する方法について、情報発信や普及啓発の視点で整理します。
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