
資料３ 

文献調査 和食会議アンケート（案） 海外実態調査（案） 

調査対象 日本能率協会総合研究所MDB（マーケ

ティング・データ・バンク）所蔵データ

ベース及びインターネット 

「和食」文化の保護・継承・国民会議会

員（※）700社・団体等 

※平成26年11月5日現在、登録件数708 

① フランス：「フランスの美食術」 

② イタリア：「地中海料理」 

調査方法 キーワード検索 

・ 「和食」、「和食文化」、「和食

文化の保護・継承」等のキーワー

ドを設定し、所蔵資料、提携デー

タベース、WEB検索等を実施。 

テキストマイニング 

・ 収集・整理した文献について、

キーワードを「和食」に関するイ

メージと5W1Hに関する情報分析

をする。 

 

WEB調査 

・「和食」文化の保護・継承・国民会

議会員の企業・団体へEメール（又

は郵送）でアンケート依頼。 

・Eメールに記載されているURLリン

クからWEB画面でアンケートを提示

し、画面上で回答。 

・調査項目は、「和食」の定義、保

護・継承の考え方、既に行っている

活動や活動計画について、自由記述

方式を中心に調査。 

・キーワードを5W1Hに沿って整理す

る。 

① 事前調査 

・対象国政府及び関連団体・機関等の

ポータルサイトからの情報収集 

・紹介記事、関係機関等発行文献等資

料収集 

・調査先アポイントメント 

[フランス食美術] 

 ■食の遺産と文化のフランス委員会 

 ■農業省及び文化省    等 

[イタリア地中海料理] 

 ■イタリア関係省庁 

 ■イタリア「地中海料理協会」 

 ■イタリア「地中海の食事協会」

（地中海の食事博物館）    等 

① 訪問調査（1月初旬～中旬） 

・検討会委員と相談し、文献調査先か

ら数か所を選定 

調査実施 MDB（マーケティング・データ・バン

ク）の情報コンサルタント 

日本能率協会総合研究所インターネット

リサーチシステム 

検討会委員（1名）、事務局（1名） 

JMAC Europe S.p.A（ヨーロッパ） 

※日本能率協会総合研究所グローバル事
業部がネットワークしているフランス・
イタリアの現地調査員及び日本能率協会
グループのJMACのヨーロッパ現地法人
（本社：イタリア・ミラノ） 
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対象範囲
要 素

素材 調理 作法 文化

●「和食」や「和食文化」の対象範囲は、
「和食」の保護・継承とは？

●「和食」や「和食文化」の保護・継承
の意義や目的等は？

●「和食」や「和食文化」の保護・継承
する主体は誰？誰のため？

●「和食」や「和食文化」の保護・継承
していく主な場や機会は？

●「和食」や「和食文化」の保護・継承
のロードマップは？

●「和食」や「和食文化」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
資源が枯渇 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

 

 

 

風土・歴史に培われた健康食

素材を大切にするところか
ら、生食が発達し、料理その
ものに必要以上に手を加えな
いという工夫がなされてい
る。原田信男氏

さまざまな野菜や根菜が用い
られるところから、それぞれ
の食材ごとに提供される季節
が異なり、旬が重要視され
る。原田信男氏

コメは食味が良く、おいしい。お
いしいと感じるということは、人
間の体に必要な栄養素を多く
含んでいることを意味する。原
田信男氏

国土の７０％が山地であるた
め、森林が生い茂り、樹木が水
を根本に蓄えてくれる。そして山
のいくつもの地層を通ってくるこ
とから、清涼な水となって流出
する。豊富な水を料理に用いて
みずみずしい和食が提供され
た。原田信男氏

日本人は魚だったら刺身を好
むが、焼いたり、煮たりするこ
とによって失う栄養成分のロ
スがない。栄養効率、資源効
率が良い。永山久夫氏

「日本人はご飯を食べて、魚、大
豆、野菜、海藻をおかずにす
る。これが長寿の秘訣だ。」必要
なカロリーの半分以上を穀物か
ら摂る食事法は
、脂質から摂るカロリーを抑えら
れ、肥満や心臓病などの生活習
慣病を予防できる。永山久夫氏

日本人にとって海藻は海の野
菜。生命は海水から発生。海
藻を食べることは、海水中の
成分を摂ること。ワカメ、コン
ブ、ヒジキ、海苔などがその
代表。永山久夫氏

日本人はネバネバ、ヌルヌ
ル、ツルツルした粘性物質の
食品が好きだ。ご飯との相性
がよく、でんぷん分解酵
素、たんぱく質分解酵素など
消化促進の酵素がたっぷり含
まれている。永山久夫氏

豆腐や季節の野菜などの
入った味噌汁は、大豆たん
ぱく由来のアミノ酸がたっぷ
り。アミノ酸の塊のようなカツ
オ節も入っている。肌の若さ
を保つのがアミノ酸であ
る。大豆には老化を防ぐイソ
フラボンも多い。永山久夫氏

同じ炭水化物食品でも、パンや
うどん、パスタなどは粉食である
のに対して、ご飯は粒食であ
る。粒食の方が消化に時間がか
かり腹持ちがいい。血糖値の上
昇・下降が穏やかで、イライラし
にくい。噛む回数が多いだけに
唾液の量も多く、消化酵素も増
加し、脳の血流もよくなる。永山
久夫氏

大豆の３分の１はたんぱく質で
あり、十分に摂るとコレステロー
ルや脂肪の多い肉をあまり食
べなくても健康を維持できる。さ
らに大豆たんぱく質を中心にす
る主成分には、腸内で肉のコレ
ステロールが吸収されるのを防
ぐ働きさえある。永山久夫氏

弁当に添えられたり、朝茶と
一緒に食される梅干しに
は、疲労回復、殺菌・浄化作
用、血行促進、老化防止・若
返り、唾液の分泌促進といっ
た多彩な働きがある。永山久
夫氏

豆腐には牛肉の約２倍のたんぱく
質が含まれており、「畑の肉」と言
える。また木綿豆腐にはカルシウ
ムが１００ｇ中に１２０㎎、凍り豆腐
に至っては、６６０㎎も含まれてい
る。カルシウムは骨や歯の材料に
なるだけでなく、穏やかでゆとりの
ある人格の形成にも欠かせな
い。永山久夫氏

和食の素晴らしさは、食物の
力をていねいに味わうことで
ある。味・栄養・生命力がクラ
イマックスを迎えるのが旬で
和食は旬にこだわってい
る。永山久夫氏

「はしり」は出始めの食材や初物
を食べること、「旬」は最も味のよ
い出盛りの時期のものを食べる
こと、「名残り」はもう時期が終わ
る頃に、最後にもう一度楽しむこ
と。季節の食を楽しむ日本人な
らではの風雅な楽しみ方。（クッ
クパッドのＨＰより）

黒潮とともに北上してきた多く
の回遊魚が、プランクトンを
伴って单下してくる親潮と日本
列島の東岸でぶつかり、この
海域が量・種類とも豊饒な漁
場になっている。辻芳樹氏

日本の野菜はみずみずして
く柔らかい。生でもおいし
く、余分な調味料を使う必要
がない。種類も豊富で、季節
ごとに旬の種類が多彩に変
わる。辻芳樹氏

稲作の普及につれてコメの
比重が高い食生活が営まれ
るようになった。米・麦・雑穀
などを主食とし、野菜・豆・い
も・魚介・海藻などを副食と
する「主食・副食の分離」とい
う特色を持つ。石川尚子氏

ご飯には漬物のほどよい酸
味がよく合う。ぬか漬けはそ
の家になじみ、家族の健康を
守る守護神。ぬか床には乳
酸菌や酵母などの生菌が湧
き立っていて腸内に辿り着く
と善玉菌を増やし免疫力を強
化する。永山久夫氏

山すそが海岸近くまで迫って
いるのが日本の風土で、里山
は村人にとって巨大な畑で
あった。里山は山菜やキノ
コ、木の実などがもたらされる
天然の畑なのだ。和食文化を
成立させる基である。永山久
夫氏

海の幸、山の幸、清涼な水に恵まれた日本列島の風土

健康に良い粒食のコメが中心

多彩な旬の食物に恵まれ季節の変化を楽しむ

豊富な「健康に良い食品」

長寿を保つ大豆加工食品

KJ
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資料種別 文献名 発行者・著者 テーマ

「日本食文化の世界無形遺産への登録等に向けた基礎調査事業」　フランス現地調査　【ヒアリン
グ議事概要】

農林水産省
○海外における食文化
の保護・継承の状況

AFCフォーラム 2014年8月号～特集：日本の食、海外進出の課題 日本政策金融公庫
○和食の海外進出

AFCフォーラム 2014年3月号　「国産」の勝負力を問う
日本人は国産食材に回帰し富農国目指せ、新品種登場で先行きに光明見えた国産小麦、日本産
牛肉の輸出拡大へのチャレンジ

日本政策金融公庫
○和食の海外進出

26年新春座談会『食品産業の展望と課題』 食品産業センター
○国内の食品産業の状
況

『和食の無形文化遺産化：意見交換会』に密着 (公財)味の素食の文化センター
○和食の無形文化遺産
化の意見交換結果

鰹節発祥の地、印单町を訪ねて (公財)味の素食の文化センター
○地域の食文化の事例

里山里海をゆき、能登町の食文化を考える (公財)味の素食の文化センター
○地域の食文化の事例

『4市町交流会・山田チカラ調理講習会』報告 (公財)味の素食の文化センター
○調理講習会のイベン
ト事例

和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和食」文化の魅力』【東海ブロック】編／【北陸ブロック】
編／【近畿ブロック】編

(公財)味の素食の文化センター
○和食を考えるシンポジ
ウム報告

世界お茶祭り2013和食文化推進シンポジウム　「料理・酒・茶」～「和食文化」を次世代に伝えるに
は～

(公財)味の素食の文化センター
○和食を考えるシンポジ
ウム報告

新・食文化入門 森枝　卓士
○和食の解説（歴史等）

食文化の継承意識に影響する家族関係―正月料理の変化を通して 食文化の継承意識に影響す
る家族関係―正月料理の変化を通して

塩谷 幸子
○和食の解説（歴史等）

日本料理の歴史
熊倉　功夫
(歴史文化ライブラリー)

○和食の解説（歴史等）

和食と日本文化―日本料理の社会史 和食と日本文化―日本料理の社会史 原田 信男
○和食の解説（歴史等）

伝統・文化の継承と発展 (社会科で育てる新しい学力) 伝統・文化の継承と発展 (社会科で育てる
新しい学力)

山口GENKI教育サークル
○和食の解説（歴史等）

なぜ和食は世界一なのか (朝日新書) なぜ和食は世界一なのか
永山久夫
 (朝日新書)

○和食の解説（歴史等）

和食とはなにか 旨みの文化をさぐる (角川ソフィア文庫) 和食とはなにか 旨みの文化をさぐる (角
川ソフィア文庫)

原田 信男
○和食の解説（歴史等）

和食の知られざる世界 (新潮新書) 和食の知られざる世界
辻 芳樹
(新潮新書)

○和食の解説（歴史等）

日本の食文化―その伝承と食の教育 日本の食文化―その伝承と食の教育 江原　絢子
○和食の解説（歴史等）

辻調グループ代表／辻調理師専門学校校長　辻　芳樹　世界の和食をより高みに 日経ビジネス　2013/12/30号
○和食の海外進出

世界を席巻する日本食ブーム 日経ビジネス　2013/07/15号
○和食の海外進出

「和食」を世界に　村田吉弘
エコノミスト (2014年5月20日
号) 毎日新聞社

○和食の海外進出

今を聞く＝静岡文化芸術大学学長 熊倉功夫氏 和食の伝統 保護継承を
日本農業新聞 朝刊
2014/08/12 2面

○和食の保護・継承

人間発見 菊乃井主人 村田吉弘さん 和食文化の伝道師（１）＝無形文化遺産登録を後押し
日本経済新聞 夕刊
2014/06/16 9面

○和食の保護・継承

キッコーマン １１月、若手日本料理人によるパネルディスカッション開催 和食の魅力再認識促す
日本食糧新聞 朝刊
2013/09/06 4面

○和食の保護・継承

報告書

WEB

書籍

雑誌

新聞記事
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分析 

対象範囲
要 素

素材 調理 作法 文化

●「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

5W1H 
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対象範囲
要 素

素材 調理 作法 文化

●「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

 

5W1H 

対象範囲
要 素

素材 調理 作法 文化

●「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

5W1H 

5W1H  

観点や考え方の抽出 
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食文化保護・継承
の5W1H

ユネスコ無形文化遺産
登録の経緯等

フランス文化通信省(Ministère de la Culture et de la communication) 文化全般およびコミュニケーションを管轄。

フランス農業・食料・漁業・農村省 (Ministry for Agriculture, Food, Fisheries and Rural Affairs) フランスの農業政策等を管轄。

食の遺産と文化のフランス委員会（MEPCA） 2008年以降、ユネスコ無形文化遺産登録の推進の中心。

ヨーロッパの食の歴史・文化機構（ IEHCA） 2002年に設立。ユネスコ無形文化遺産登録の申請を牽引。

国立科学研究センター（CNRS） 基礎研究機関で、保護措置の実施主体の一つ。

イタリア農林食糧政策省 イタリアの農業政策等を管轄。

イタリア文化財・文化活動省 イタリアの文化財の保護等を管轄。

イタリア「地中海料理協会」 地中海料理のユネスコ無形文化遺産の登録時の関係団体。

イタリア「地中海の食事協会」（地中海の食事博物館） 地中海料理のユネスコ無形文化遺産の登録時の関係団体。

◎
今回の主なヒアリング

内容

○
今回、参考としてヒアリ

ングする内容

調査対象
質問内容

フ

ラ

ン
ス

の

食
美

術

食文化保護

関連の政府

機関

民間の食文

化保護関連

の推進機関

地
中

海

料
理

食文化保護

関連の政府

機関

民間の食文

化保護関連

の推進機関

◎
今回の主なヒアリング

内容

△
2011年に現地調査が実
施され、ヒアリング済み
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項目 内容

◆ユネスコ無形文化遺産登録の経緯

◆組織・団体の上記経緯への関与状況

◆誰が保護・継承の主体か？

◆何を保護・継承すべきか？

◆どのような意義・目的で保護・継承すべきか？

◆どこのものを保護・継承すべきか？

◆いつのものを保護・継承すべきか？

◆どのような活動で保護・継承すべきか？

Ⅱ．自国の食文化保護・継承の対象範囲（5W1H）について

Ⅰ．ユネスコ無形文化遺産登録の経緯・関与状況

保護・継承すべき対象（注力すべきターゲット）は誰ですか？また、なぜそう
考えますか？

何を保護・継承すべきだと考えますか？また、なぜその対象を保護・継承す
べきと考えますか？

（同国の地理的状況を確認後）どこのものを（まで）保護・継承すべきだと考
えますか？また、なぜそのように考えますか？

（同国の歴史を確認後）いつのもの（時代）を（まで）保護・継承すべきだと
考えますか？また、なぜそのように考えますか？

どのような活動で保護・継承すべきだと考えますか？また、なぜそのように
考えますか？

保護・継承により、どのような意義や目的がありますか？また、なぜそのよ
うに考えますか？

フランスについては、2011年に、「日本食文化の世界無形遺産

登録に向けた検討会」の海外における動向調査で確認済みで

あるため、重複した内容は簡卖に話を聞く程度とする。


