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■現地調査概要
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我が国より先行してユネスコ無形文化遺産に登録された「フランスの
美食術」及び「地中海の食事」に関する保護・継承措置の状況につい
て把握すること。

調査目的

フランス（パリ）及びスペイン（バルセロナ・ソリア・マドリッド）調査地域

訪問ヒアリング調査方法

「フランスの美食術」及び「地中海の食事」の保護・継承に関与してい
る政府機関・民間団体等調査対象

平成27年1月12日（月）～1月16日（金）調査期間



日付 国 都市 訪問先 対応者

農業省
CFPCI（フランス無形文化遺産センター）

農業監査団監査担当　ドニ・フェニエ氏
ディレクター　セヴリーヌ・カシャ氏

文化・コミュニケーション省
文化財総局　無形文化遺産担当　クリスチャン・オタン氏

ＭＦＰＣＡ（食の遺産と文化のフランス委員会）
委員長　ジャン・ロベール・ピット氏

IEHCA（ヨーロッパの食の歴史・文化機構） プロジェクトリーダー　ロイック・ビエナシス氏

経済・産業・デジタル省 美食の祭典責任者　ソフィー・マイス氏

ＦＤＭ（地中海ダイエット財団） 事務局長　ドミンゴ・バリエンテ氏

カタルーニャ州農業、畜産、漁業省
フレシネ社（ワイン製造・販売会社）

ホセ・パレグリ氏

ソリア ＦＣＣＲ（ソリア協同組合銀行科学財団） 局長　フアン・マヌエル・ルイス・リソ氏

教育・文化・スポーツ省 ユネスコ協定担当　主任　アグンデス・レリア氏

1月16日

（金）
農業省 食品工業部　局長　フェルナンド・ブルガス氏

※現地調査に当たっては、東四柳委員が同行

スペイン

マドリッド

フランス パリ

バルセロナ

1月12日

（月）

1月13日

（火）

1月14日

（水）

1月15日

（木）

■現地調査旅程
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パリ

バルセロナソリア

マドリッド



■フランスの食文化の保護・継承の概要➀

【保護・継承の体制】
○ 2010年のユネスコ登録までは、大統領官邸の直轄プロジェクトとして省庁
が連携して取組を実施。登録後はプロジェクトが解散し、MFPCA（食の遺産

と文化のフランス委員会）ユネスコ登録申請の際、「保護措置に責任を持つ
組織」として位置付け））に保護・継承の措置は任され、省庁はそれぞれの機
関の目的の中で、食文化に関する事業を実施。

○ MFPCAは保護・継承措置の責任団体として、過度の商業化を監視（規制

制度はない）。かつては農業・食品産業・森林省傘下の団体であったが、現在
は文化・通信省の傘下にある。

○ 省庁からMFPCAに対する資金提供はない。

【保護・継承の対象範囲の考え方】

○ 保護・継承の対象範囲は、ユネスコに登録されているフランスの美食術の
記載内容そのものとの認識。

○ フランスの美食術の考え方の中心は、出産、結婚、誕生日等の生活におけ
る重要な時に家族や友人でテーブルを囲んで快適に過ごすこと。（特定の料
理ではなく、食を楽しむという考え）

【保護・継承のための取組】
○ 農業省は、国立食料プログラム（PNA）を制定し、学校教育や高齢者と子供

との交流等の取組を実施しており、これが食文化の継承にも寄与するとの認
識。

○ 経済・産業・デジタル省は、ユネスコ登録以降、「食の祭典」という街中でフ
ランスの美食術に親しむイベントを開催し、普及啓発活動を実施。

○ 文化・通信省は、自らは保護・継承の活動は行っていない。（ユネスコとの
窓口機能）

○ MFPCA（食の遺産と文化のフランス委員会）は、食育活動、国内への情報

発信、国内の美食術に関する施設の設置等を実施。活動資金は、４都市（パ
リ、リヨン、ディジョン、トゥール）及びメセナ（ネスレファンデーション等）が資金
提供。

○ IEHCA（ヨーロッパ食の歴史・文化機構）は、食に関する研究に力を入れて

いるトゥール大学の食文化の研究者等をサポートし、食の研究の推進やフラ
ンスの美食術の価値付け（書籍出版、学術会議等）、地方農産物の価値の創
造（地方の伝統的な食品の一覧表作り）の活動を実施。
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■フランスの食文化の保護・継承体制の概要➁
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■スペインの食文化の保護・継承の概要➀

【保護・継承の体制】

○ ユネスコ登録に当たっては、スペイン、ギリシャ、モロッコが連携して

実施。登録後の保護・継承は基本的に各国単位で行われている。

○ ユネスコの登録に対応した保護・継承措置はソリア市が担っている。民

間組織として、ソリア市の下でFCCR（ソリア協同組合銀行科学財団）が

保護・継承活動を推進している。

【保護・継承の対象範囲の考え方】

○ 保護・継承の対象範囲は、ユネスコに登録されている「地中海の食事」

の記載内容そのものとの認識。

○ 「地中海の食事」の考え方は、地域や国に関係なく、地中海沿岸の気候

と土地から生まれた食事内容や文化の内容を共通のものとして認識。

○ 複数の国が共同で登録していることから、「地中海の食事」の定義は緩

やかなものとしており、各地の事情によって解釈可能なようにしている。

【保護・継承のための取組】

○ 農業省は、全国レベルの民間の地中海の食事の推進組織である地中海ダ

イエット財団の活動支援、普及広報活動、教材を活用した子供達への食育

活動を実施。

○ 教育・文化・スポーツ省は、ユネスコとの窓口であり、過度の商業化の

監視を実施。

○ 地中海ダイエット財団は、全国的な地中海の食事のプロモーション活動

を実施。財団の活動資金は、農業・食料・環境省、カタルーニャ州農業・

畜産・漁業省、カンタブリア州、及び民間企業からの資金提供による。

○ FCCRでは、小学校での地中海の食事を題材とした教育プログラムの実

施等を推進しており、ソリア市では地中海の食事に因んだ通り名を付ける

などの活動を通して、普及啓発活動を推進。

○ ユネスコ登録自体は、全体の活動の中で重要な位置付けではなく、地中

海の食事の考え方を伝えるのに、“ユネスコの”名前を利用することは基

本的にはない（このため、過度の商業化等で問題になったことがない）。
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■スペインの食文化の保護・継承体制の概要➁
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フランスのヒアリング結果概要



■フランスのヒアリング結果概要
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１．“フランスの美食術”のユネスコ無形文化遺産への登録までの流れと体制

＜発端＞
ユネスコ申請当時のサルコジ大統領より、「フランス料理は世界一だから、ユネスコ無形文化
遺産へ登録申請する。」という指示があり、申請作業がスタートした。

＜登録までの流れ＞
・ユネスコ無形文化遺産の定義と「フランス料理は世界一」という考え方が合わず、申請をす
るにあたり、このままでは登録されないということが判明。
・そこで最初に、CFPCI（フランス無形遺産文化センター）が「フランスの美食術」という考え
方で申請することが相応しい、という提案をおこなった。
・また、政府機関のみによる活動では登録申請が出来ず、MFPCA（食の遺産と文化のフラ

ンス委員会）を設立し、「フランスの美食術」のユネスコ無形文化遺産への登録申請及び保
護・継承活動を行うこととなった。
・フランスの食文化の知見を保持しているIEHCA（ヨーロッパの食の歴史・文化機構）から申
請書類作成のアドバイスをMFPCAに行っていた。

・こういった経緯があり、登録までは大統領官邸主導で、ユネスコとの窓口として文化・通信
省、関係省である農業・食品産業・森林省、経済・産業・デジタル省、外務・国際開発省、国
民教育・高等教育・研究省等とMFPCA等が協力して登録申請を行い、2010年にユネスコ
無形文化遺産として登録された。

２．“フランスの美食術”の保護・継承の対象範囲

＜対象範囲＞
ユネスコ無形文化遺産へ登録されている“フランスの美食術”の特徴が保護・継承の対象範囲。
その特徴は、
①特別な機会に行われる食事
②テーブルを彩ること
③どんな食事メニューにするか考えること
④会話の内容
⑤どんな儀式で、どんな客を呼ぶか
⑥テーブルの場所（誰にどこの席に座ってもらうか）
高価な食を買うとか、豪華なということではない。安くてシンプルなものでよい。
考え方の中心となるのは、テーブルを囲んで快適に過ごすということ。



■フランスのヒアリング結果概要
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３．“フランスの美食術”の保護・継承活動

（１）農業・食品産業・森林省
・農業・食品産業・森林省は教育、研究推進、情報発信を担っている。
・具体的には、国立食料プログラム（PNA）の推進。2010年に制定し、2014年に改定された。
・PNAは「こういうものを食べるとよいですよ」といった考え方で制定されている。
・PNAの予算は、250万ユーロ。50万ユーロを予備費として確保。
・PNAの実施策は、大きく３つ。

①-1：学校での教育＝子供→家庭へという流れで情報伝達させる仕組み。
＜具体的な活動＞
・学校で1年に1週間、子供の味覚を敏感にする強化週間（味覚の一週間）を設けてフランスの美
食術の保護・継承に努めている。
・肥満が多い地域では子供たちが朝10時におやつを食べることが太る原因であることが判明。菓
子パンなどを食べる代わりにフルーツを食べるよう勧めている。
学校の授業の合間に、フルーツを食べましょう、というプロジェクトを実施。

①-2：高齢者と子供との交流促進による教育＝高齢者から子供たちへ情報を伝達し共有する仕組
み。

＜具体的な活動＞
・具体的には、老人ホームで、どんなメニューが好きかなど質問するようにしている。
・子供が老人ホームを訪ねて、一緒に食事を作るなどしている。

②食料銀行＝食に貧しい地域を補うために食料を皆で作っていこうという活動。
＜具体的な活動＞
・一軒家では小さな畑で野菜を作りましょうと勧めている活動など。

③海外への発信＝フランスの美食術の海外プロモーション。
＜具体的な活動＞
・グルジアでの活動
・・・2012年にコーカサスのグルジアにフランスの美食術のDNAを伝えようとした。「フランスの美食

術は特別な機会の食事です。」といった内容であったが、グルジア方たちも同様のことをしてい
ると、評価が高かった。特別な機会の食事というのは、クリスマス、新年、誕生日とか何らかの
記念日の食事。

・・・ニューメキシコでも同様のプロモーションを行い、ニューメキシコからの手紙では、フランスのガ
ストロノミックな食事でお祝いしましたとのメッセージをもらったりした。

※一方、 PNAと対をなすものとして、厚生省では国立栄養健康プログラム（PNNS）を制定した。
PNNSは「こういう食事はやめましょう、病気になるから食べるのをやめましょう」といった内容。



■フランスのヒアリング結果概要
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３．“フランスの美食術”の保護・継承活動（続き）

（２）文化・通信省

・文化・通信省の役割は、ユネスコ無形文化遺産登録時に記載された保護・継承策が、計画
通り実施されているか、効果的か、ということをチェックすること。また、その実施策が効果
的なら広めていくことが役割（ただし、食関係に限らない）。
・文化・コミュニケーション省が主体的に保護・継承活動を行っていない。

（３）経済・産業・デジタル省
・経済省は、「食の祭典」というイベントを実施している。農業・食品産業・森林省はパートナー。
・2012年から「第1回食の祭典」が始まる。
・毎年少しずつ発展。当初は1日だったが、今は3日間開催している。
・展示会では、ワインテイスティング、農家、旬なものの紹介などをおこなっている。
・予算は、20万ユーロ/年。すごく少ないと感じている。

・「食の祭典」開催にあたっては、経済省の関係部署が集まって議論。農業・食品産業・森林
省や、各業界の専門家が集まった委員会のようなものもある。年1回テーマ別に会議を実
施。

・経済・産業・デジタル省が、保護・継承の推進機関としてユネスコに認められた。「食の祭
典」は、これからも続けていく。

（４）MFPCA（食の遺産と文化のフランス委員会）
・MFPCAはフランスの美食術に関する活動を監査する機関であり、具体的に保護・継承活
動を行う協会。

＜具体的な活動＞
①教育：ターゲットを絞ってはいないものの、中心は子供と高齢者と料理学校。
・教育省による大学学食改革。地方の学校の給食改革。
・ピット氏個人としては、料理学校の学長として、料理学校での教育の実施。

②国内情報発信：オールターゲット。
・トゥール大学制作のドキュメンタリーフィルムのTV番組放映。
・雑誌での情報発信。
・書籍の発行。
などがある。

③国内での美食術に関連する施設の設置
・登録4都市（保護・継承活動都市であるパリ、リヨン、ディジョン、トゥールの4都市）における
施設開発。

④海外へのプロモーション
・ワシントンなどでプロモーションする予定がある。



■フランスのヒアリング結果概要
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３．“フランスの美食術”の保護・継承活動（続き）

（５）CFPCI（フランス無形遺産文化センター）

・ユネスコへの登録申請時に、“フランスの美食術”としての登録申請を提案し、書類作成の
アドバイスなどを行った。一方で、登録後の保護・継承活動については担っていない可能性
が高い。保護・継承活動についての発言は見られなかった。

（６）IEHCA（ヨーロッパ食の歴史・文化機構）
・IEHCAの活動内容は、大きく3つに分けられる。
①食の研究に関するプロデューサーとしての活動。

・トゥール大学の研究者やそれ以外の研究者をサポート。例えば、こういう研究をしたいと
IEHCAが考えると、それにふさわしい研究者を見つけ研究してもらえるように依頼、サポー
トする。

②フランスの美食術の価値づけをおこなう活動。
・学問的会議やシンポジウムの実施、書籍出版、美食術に関連するTVドキュメンタリー番組
の制作指導、など。

③地方産物の価値を創り出す活動。

・地方の伝統的な食品の産物一覧の作成。現在はサントル地方の食品の産物一覧を作成し
ている。それぞれの産物にどのような歴史、どのように作られるかということを、現地インタ
ビューのほか、歴史家には産物の歴史、文化人類学者には生産ノウハウについてヒアリン
グを行いまとめたもの。一覧を作るのには非常に時間がかかったが、非常に大切だと考え
られる。

IEHCAの活動は、結果的にすべてが、フランスの美食術の保護・継承活動につながると考え
ているとのこと。



■フランスのヒアリング結果概要
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４．“フランスの美食術”の保護・継承活動の体制

・ユネスコへの窓口は文化・通信省が担う。現在は文化・通信省の傘下にMFPCAが存在。

・各省、各団体がそれぞれ、“フランスの美食術”の保護・継承活動を行っている。（一部の活
動は連携があるが、ほとんどが独自活動）
・MFPCAは保護・継承措置の責任団体であるため、各省・各団体の活動がユネスコ無形文

化遺産の定義に反した活動をしていないか監視。また各活動をヒアリングして、報告書にま
とめている。

５．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

・過度な商業化への規制制度はない。
・そもそもフランス美食文化として、どこまでを過度というか難しい。
・例えば、料理店が「これが無形文化遺産に登録された料理」と広告するのは違反。

レストランで「フランスの美食料理です」と広告するのは可。ユネスコが広告表現に使われ
なければ問題ないということが分かった。
・登録後6か月くらい、メディアや店が舞い上がった時期があった。店の広告や販促POPで、

ユネスコの言う「過度の商業化を禁じる」という定義にそぐわない活動が行われ、ユネスコ
からは「このままでは登録を抹消する。」ということを言われたが、少しずつ何をしてはいけ
ないか分かり始め、今では落ち着いている。

６．ユネスコへの報告書作成について

・保護・継承のために行った活動を記載することも大切であるが、これからどのような活動を
行っていくかという計画を記載すればよい。
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スペインのヒアリング結果概要



■スペインのヒアリング結果概要
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１．“地中海の食事”のユネスコ無形文化遺産への登録までの流れと体制

＜発端＞
2006年にスペインが提案し、ヨーロッパの国々に参加を呼び掛けた結果、イタリア、ギリシア、
モロッコが賛同し、4カ国共同で申請した。

＜登録までの流れ＞
・ユネスコ無形文化遺産に登録する以前より、国民の肥満解消と健康促進の問題を解決す
る“地中海の食事”を推奨する活動を進めていたが、ユネスコ無形文化遺産に登録できる
機会があったため、申請することとなった。例えるならば、ケーキ生地のベースがあった上
で、ユネスコはデコレーションのようなもので、もともと土台があった。
・ユネスコ無形文化遺産への登録は、教育・文化・スポーツ省が中心となり、他国への参加、
呼びかけ等を進めた。
・ユネスコに登録するに当たり、スペインで1つの都市を取り上げる必要があり、当時のスペ
インのユネスコ担当者の出身がソリア市だったこともあり、ソリア市で申請し登録された。
・ユネスコに対する申請や報告書の作成は、他の無形文化遺産と同様に、教育・文化・ス
ポーツ省が行っている。外部コンサルタントに委託して文書を作成している。



■スペインのヒアリング結果概要
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２．“地中海の食事”の保護・継承の対象範囲

＜対象範囲＞
ユネスコ無形文化遺産へ登録されている“地中海の食事”の特徴が保護・継承の対象範囲。
スペインは17の自治州から構成され、自治州ごとに特色があることと、“地中海の食事”が複
数の国が共同で登録していることから、“地中海の食事”の定義はあえて緩やかなものに
なっており、各自治州や国の具体的な事情にあわせて、解釈可能なようにしている。
例えば、スペインの農業省と地中海ダイエット財団等を中心とし、下図のピラミッド型のコン
セプト図を作って対象範囲を示しているが、文科省担当者の意見では、これは食品販売を促
進する活動の目的のために作成された一つの図に過ぎない。一方で、ソリア市では、別の神
殿型のコンセプト図を作成し、食品販売促進よりもソリア市の子供の教育や町のＰＲの目的
で、独自に推奨している。“ピラミッドは墓を意味して不吉であるため、神殿型の図とした”と
のコメントもあった。

■地中海ダイエット財団が掲げるコンセプト図

■ソリア協同組合銀行科学財団が掲げるコンセプト図



■スペインのヒアリング結果概要
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３．“地中海の食事”の保護・継承活動

（１）農業・食料・環境省

・“地中海の食事”に関する農業省の役割は、以下の①～③の３つ。

①地中海ダイエット財団の存在と参加

・地中海ダイエット財団は農業・食料・環境省傘下の団体で、農業省に守られている存在。副
会長は農業・食料・環境省の人間が務めている。農業・食料・環境省が経済的援助を行い、
財団の維持と活動にお金を使っている。

・地中海ダイエット財団の内部組織として“地中海ダイエットグループ”を作り、その中には全
ての自治州の農業省や食品工業関係の一般企業、関連協会、ソリア市、その他財団が参
加している。中央政府、州政府、地方政府の活動をオーガナイズしている。

②農業・食料・環境省独自の“地中海の食事”に関する活動

・社会一般への“地中海の食事”の維持や広報活動を行っている。例えば、シェフに“地中海
の食事”の食材を使うように、効能等を伝えながら教えている。
・店やスーパー等の食品販売所や主婦等の顧客に情報発信を行っている。
・販売者にカタログや情報を配り、消費者への普及支援を行っている。

③子供への活動
・授業として“地中海の食事”はどういうものか伝える活動。
＊右図のような教材を利用

・7～8才、13～14才をターゲットに1年に4万人の生徒に、
製品について教えたり、料理を作る等の活動。
・カヌー、水泳等、スポーツの大会のスポンサーになり、
“地中海の食事”のブース設置等。



■スペインのヒアリング結果概要
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３．“地中海の食事”の保護・継承活動（続き）

（２）教育・文化・スポーツ省

・ユネスコや各国との連絡窓口を担当しており、実際の文書作成はコンサルタントが行ってい
る。スペインには13のユネスコ無形文化遺産があり、それらの一環として“地中海の食事”
に関する文書も扱っている。教育・文化・スポーツ省は無形文化遺産を監視する立場である。

・各国とのコミュニケーションはＷＥＢシステム上で行っている。ＷＥＢの改定内容については、
担当責任国を2年ごとに変更して推進している。

・文化の継承という視点で保護する関連法があり、教育・文化・スポーツ省からの補助金も法
律をもとに実施している。ユネスコ無形文化遺産についての制度や法律はない。

（３）ＦＤＭ（地中海ダイエット財団）
・“地中海の食事”の促進とプロモーションを行っている。スペイン全体をターゲットとして活動。

・農業省、カタルーニャ州政府、カンタブリア州政府、バルセロナ市から年間５万ユーロ、民間
企業１６社から９０００ユーロ、合計３４．４万ユーロの予算で運営している。
・現事務局長のドミンゴ氏（法律家）が2012年に財団に加入した際、過剰な人材や資金不足
により財団は破たん状態であったが、人員削減とスポンサー集めを行い、立て直した。

・農業省、教育・文化・スポーツ省等の政府機関、カタルーニャ州やバルセロナ市等の自治
州等の行政機関、民間企業、関連団体等で構成される“地中海ダイエットグループ”という
名称の会議体を設立し、地中海ダイエット財団の活動に対する指示や助言を与える役割を
設定したところであり、今後開催する予定としている。

（４）カタルーニャ州農業・畜産・漁業省

・地中海ダイエット財団を通じて、“地中海の食事”の保護・継承活動を行う。年間５万ユーロ
の予算を投じ、財団のスポンサーに入ることで実現している。

・財団が提示している食品が健康によいので、それを推奨する活動を行っている（“地中海の
食事”を食べるキャンペーンの展開等）。

・カタルーニャ州の部署がプロモーションを実施している。地中海ダイエット財団からサポート
を求められたら、カタルーニャ州の全ての部署が支援する体制になっている。

（５）ＦＣＣＲ（ソリア協同組合銀行科学財団）
・ソリア市の発展を支援する団体。

・ソリアの小学校では、“地中海の食事”を題材とした教育が実践的に行われている。具体的
には、“地中海の食事”の歌や踊り、イラストやスピーチ等。

・身体や精神に障害がある児童に対しても“地中海の食事”を題材にしたプログラム（料理を
作る等）がある。

・ソリア市では、住宅区画や通りに“地中海の食事”を題材とした名前を付けたり、ソリア市の
中心的なホテルを「地中海ホテル」とし、部屋の名前を“地中海の食事”にちなんだものにす
る予定である。



■スペインのヒアリング結果概要
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４．“地中海の食事”の保護・継承活動の体制

・ユネスコへの窓口や各国との調整は、教育・文化・スポーツ省が担う。

・地中海ダイエット財団は農業・食料・環境省の傘下団体で、全国組織であるが、地理的な要
因やスポンサーの関係で、カタルーニャ州やバルセロナを中心とした活動となっていること
がうかがえる。

・カスティーリャ・イ・レオン州にあるソリアでは、地中海ダイエット財団に似た組織としてソリア
協同組合銀行科学財団があり、独自の保護・継承活動を行っている。
・カタルーニャ州やカスティーリャ・イ・レオン州と同様の体制が残りの15自治州でも組まれて
いる。

・地中海ダイエット財団とソリア協同組合銀行科学財団は、あまり歩調を合わせて活動してい
ない印象を受けた。

５．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

・“地中海の食事”を前面に出した経済活動を積極的に行っているが、ユネスコ無形文化遺
産に登録したことを宣伝に使っているわけではないため、全く問題にはならない認識でいる。

・ユネスコに対して報告を行う教育・文化・スポーツ省の認識としても、スペインにおいて“地
中海の食事”に関して過度な商業化がユネスコから問題視されたケースは全くなく、また、
心配もしていない。

６．ユネスコへの報告書作成について

・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はなく、こ
れからやりたいことを報告として出したらよい。
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（参考）各国のユネスコ無形文化遺産登録の内容
（各国のユネスコへの申請書より抜粋）

「和食」は食の生産から加工、準備及び消費に至るまでの技能や知識、実践
や伝統に係る包括的な社会的慣習である。これは、資源の持続的な利用と密
接に関係している「自然の尊重」という基本的な精神に因んでいる。「和食」は
生活の一部として、また年中行事とも関連して発展し、人と自然的・社会的環境
の関係性の変化に応じて常に再構築されてきた。
正月は代々受け継がれてきた日本の伝統がアイデンティティや継承感を再認
識させるものであり、「和食」に関する基本的な知識や社会的・文化的特徴が典
型的に見られる。正月における「和食」は地域ごとに多様性に富み、各地の歴
史的・地理的特徴を表している。新年の神を迎えるため、餅つきをしたり、それ
ぞれ象徴的な意味を持つ、地域で採れる新鮮な食材を用いて美しく盛り付けら
れたおせちと呼ばれる特別料理や雑煮、屠蘇を準備したりする。これらの料理
は特別な器に盛られ、家族や参加者が共に食することにより、健康を増進したり
社会的結びつきを強めたりする。これは、年長者が子供にこの社会的慣習が持
つ意味を教える機会ともなっている。

フランス人の美食は、出産、結婚、誕生日、記念日、事業達成や再会のお祝
いといった、個人の人生や集団生活における大切な節目を祝うための社会的
慣習である。それは美味しい食べ物や飲み物という芸術を楽しむ機会を人々に
提供する祝祭の食事である。全てのフランス人にとって馴染みのあるこの非常
に大衆的な慣習は、フランスでは何世紀にも亘って広く実践されている。また、
それは絶えず変化しながら伝承されてきている。
この社会的慣習は特定の料理というより、むしろより美味しく食事をするという
共通の視点に結び付いている。社会全体におけるその均一性は以下に由来し
ている。それが与える意味、すなわち連帯感、他者への配慮、味わう喜びの共
有、人間と自然の産物の間の均衡である。
その結果として生じる特有の様式は、美味しい食材の探求、集成された調理
法のレパートリーに対する言及、料理の専門的知識、美しい配膳、コース料理
の順序、食事とワインの組み合わせ、食事に関する会話を含むものである。美
食は社会の構成員の生活にリズムを与え、また、それは家族や友情の輪を密接
にし、より一般的には、社会的な結びつきを強化する。それはアイデンティティ
に対する重要な基準点となり、帰属意識と連帯意識を呼び起こす。

地中海の食事――dietという言葉は生活様式を表すギリシャ語のdiaitaという
言葉に由来する――は一連の技術、知識、実践と風景から料理にいたる伝統
に基づく社会的慣習である。その社会的慣習とは、作物、収穫、釣り、保護、処
理、調理、そして消費と関連している。このセットは４つの締約国の領域で特定
された共同体の中で、そして共同体によって再形成され、自然、宗教的あるい
は儀式的な意味によって特徴付けられた季節の暦と不可避的に結びついてい
る。
独自の生活様式としての地中海の食事は、気候と地中海地域によって定義さ
れるが、関連する祭りや祭事を通じても明示される。これらの行事は相互認識
の意思表示、もてなし、親切さ、お祭り気分、世代間の伝達、文化間の対話の
花托となる。それを通じて、これらの共同体中で、特に、一般の地中海の人々の
間で、アイデンティティの再構築感、帰属感、継続感が感じられ、彼らにこの要
素を彼らが共有している形のない文化的な遺産であると認識させるのである。

日本＜「和食」＞

フランス＜フランスの美食術＞

スペイン＜地中海の食事＞

「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
（４つの特徴）

①多様で新鮮な食材と
素材の味わいの活用

②バランスが良く、健
康的な食生活

③自然の美しさの表現
④年中行事との関わり

○誕生や結婚、誕生日、
記念日、物事の完成、
再開など、人生の重要
なひと時を食で祝うと
いう社会的慣習

○特定の料理ではなく、
食を楽しむという考え
方（vision of eating 
well）に関するもの。

○作物、収穫、漁獲、
保全管理、加工、準備
及び消費に関する、地
中海沿岸の景観から食
事に至るまでの一連の
技能、知識、実践及び
伝統に基づく社会的慣
習

※オリーブオイル、穀物、
果物と野菜、適量の魚、
乳製品、肉類、多くの調
味料とスパイスで構成さ
れる栄養モデルに特徴。

＜概 要＞


