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■「和食」保護・継承の対象範囲の整理の考え方
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「和食」保護・継承の対象範囲（案）は、以下のステップ１～２により整理した。

■ステップ１
文献調査、和食会議アンケート、海外調査、意見交換会の結果より、「和食」の保護・
継承の対象範囲に関し、5W1Hの観点で【キーワード】や【考え方】を整理した。

文献調査においては、228件の文献（＊参考資料１）を参照し、「和食」の保護・継承の
対象範囲に関連する358個のエビデンス（＊参考資料２）を抽出した。抽出したエビデン
スをもとに、まず【What】について、KJ法（※）により整理を行った（＊参考資料３）。また、
【When】～【How】は、エビデンスの数が少なかったが、同様に整理した。

【What】保護・継承すべき「和食」とは？

【When】いつの時代の「和食」を保護・継承すべきか？

【Why】「和食」の保護・継承の意義・目的とは？

【Who】「和食」の保護・継承の担い手は？

【Where】「和食」の保護・継承を推進する場面・機会とは？

【How】「和食」の保護・継承の方法は？
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※KJ法とは、課題発見や問題解決のアイディアを出す手法で、ブレーンストーミング等でカード化さ
れた多くの意見・アイディアをグループ化し、論理的に整序して問題解決の道筋を明らかにしていく
手法です。

抽出228件の文献

358個のエビデンス

KJ法

保護・継承
すべき「和食」の要素
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■ステップ2
5W1Hごとに、文献調査、和食会議アンケート、海外調査、意見交換会から導出した内
容（【キーワード】・【考え方】）を統合した。

統合作業においては、各調査・意見交換会の基本的な位置付けを以下とした。
（2-1）文献調査：【キーワード】を網羅する。
（2-2）和食会議アンケート：【キーワード】の取捨選択の判断材料とする。
（2-3）海外調査：【考え方】の参考とする。
（2-4）意見交換会：【キーワード】の取捨選択の判断材料や【考え方】の参考とする。

統合した内容（【キーワード】・【考え方】）

文献調査から導出した内容 和食会議アンケートから導出した内容

海外調査から導出した内容 意見交換会から導出した内容

2-1 2-2

2-3 2-4



■各調査・意見交換会を踏まえた「和食」保護・継承の対象範囲（案）
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・ユネスコ登録の「和食」の4つの特徴は普遍的なものとして留意が必要。
・一方で、「和食」の4つの特徴を示すだけでは、具体的に何が保護・継承すべき「和食」
かを皆が判断しずらい状況。
・そこで、多くの人が保護・継承に主体的に取り組むためには、「和食」の4つの特徴を
わかりやすく、例えばコア要素という形で、具体的に置き換えてあげるのがよい。
・コア要素は、食材（伝統野菜、米等）、調理（鰹節だしの活用等）、食べ方（箸・食器等）
の3要素等のように整理できる。
・また、「和食」のコア要素だけではなく、現実の食生活に配慮し、進化や外国文化から
の取り込み等の周辺要素も考慮すべき。
・保護・継承すべき「和食」とは何かについて、いくつかの要素の強弱の組み合わせで、
コア要素から周辺要素までをわかりやすく示すべき。

＜文献調査＞
・守っていくべき「和食」のコア（DNA）と、時代に合わせて変
わってよい、むしろ、進化すべき部分の両輪。[14,30]

・「和食」のコアとは、ユネスコに申請した「和食」の4つの特徴
を指し、それをどれだけ具体的に満たすかにより、コアから
の距離が測れる。 [13,29]
・保護・継承の範囲として、コアの範囲（境界領域）としては、
米・汁・菜・漬物から構成される献立があり、それを箸・和食
器で食べ、「いただきます・ごちそうさま」と自然の感謝を示
し、正しい食べ方でいただくこと。 [16,154,227,278,279,281,283]

・日本人の外来のものを取り入れる寛容さと、工夫する精神
に基づく独自の進化。 [22,82,83,304,348,349, 351,352]

・変化については、共働き等、現在の社会環境に合わせ“手
軽さ”に対応するとともに、継承する若者を引き付ける“魅
力・かっこよさ”も重要な要素である。
[8,34,36,39,44,86,88,89,92,97,115,123,126,136,146,147,158,329]
※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・「和食」の4つの特徴に関連する具体的な要素につい
ては、保護・継承が不要と思われるものはないが、優
先順位は明確。“出汁や発酵調味料等、旨みを求め
る調理技術”、“年中行事との結びつき”、“器・盛り付
け等、しつらえ技術”、“季節感を演出する多彩な旬な
食材”、“いただきます等、自然に感謝する精神”等は
特に優先順位が高い。

＜海外調査＞
・フランス、スペインともに、保護・継承の対象としては、
ユネスコ無形文化遺産に登録した内容（「フランスの
美食術」、「地中海ダイエット」）と設定している。
・スペインでは、関係国、関係地域（自治州）が多いた
め、基本的な対象範囲の考え方は抽象的な表現に
留め、解釈の余地を多く残しており、各国、各地域の
活動の目的に応じて、それを具体的なコンセプトに落
とし込んで活動している。
・地中海ダイエット財団の取材では、基本的なコンセプ
トを設けた上で、対象範囲に当てはまるかどうかの審
査を行う機関を別途設け、個別に検討する方法を
取っていることが分かった。

＜意見交換会＞

・4地域共通的に挙がったものは、「ご飯、味噌汁、おか
ず」という和食の基本的な楽しみ方。
・加えて、「いただきます」に象徴される、食材の命等に
感謝する気持ち。

・地方部では「行事食」も挙げられた。
・都市部、地方部を問わず、農業との関りがある者は
「和食」に対する意識の高さがうかがえた。

・各世代を通じ、将来に伝えたい「和食」としてカレーや
ラーメン等のカタカナ料理は挙がらなかったものの、
そうした料理であっても食材が全て地域産のもの場
合どうかと問い掛けると回答に窮する場面があった。

◯保護・継承すべき「和食」とは？【What】
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・保護・継承すべき「和食」のコア要素の多くは、江戸時代に成立し、明治維新や戦前・
戦後を経て、家庭の食が崩れ始める昭和30年頃までが基本的な目安と言える。

・1970年代以降に成長したファストフード産業の折衷メニューはまだ「和食」と言うこと自
体に違和感があり、戦後に定着したカタカナ料理、明治以降のオムライス、カレー等の
和洋折衷料理は、「和食」と言われても違和感こそ少ないものの、保護・継承が重要で
はないという意見が多く、「和風」とも言うべき程度か。

・一方、江戸時代に定着した料理（てんぷら等）は、保護・継承すべき「和食」と言える。

＜文献調査＞
・「和食」の基本的な要素、コアと言える部分の多くは、
江戸時代に成立し、明治維新や戦前・戦後を経て、
家庭の食が崩れ始める昭和30年頃までが基本的な

目安と言える。 [1,15,24,25,41,119,156,276,286,299,328]

※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・1970年代以降に成長したファストフード産業の折衷メ
ニューはまだ「和食」と言うこと自体に違和感があり、
戦後に定着したカタカナ料理、明治以降のオムライス、
カレー等の和洋折衷料理は、「和食」と言われても違
和感こそ少ないものの、保護・継承することが重要で
はないという意見が多い。一方、江戸時代に外食メ
ニューとして定着した料理（てんぷら等）は、保護・継
承すべき「和食」と言える。

＜海外調査＞
・スペインでは、地中海ダイエット財団が“地中海の食
事”の対象範囲をコンセプト図に整理した際、どの時
代を含めるかについては、関係者の調整や解釈が難
しくなる原因となるため、盛り込まないこととした。カタ
ルーニャ州農業省の方の意見も同様であった。

◯いつの時代の「和食」を保護・継承すべきか？【When】

※意見交換会ではWhenの質問なし
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・ユネスコ無形文化遺産に登録されたから「和食」を保護・継承するのではなく、私達が
「和食」をすばらしいものと考え、次世代へつなげたいから、保護・継承する意義がある。

・“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”、“「和食」を
通じて日本の家族や地域の社会的な結びつきを強める”等、日本人の心（アイデンティ
ティ）の維持・確立のようなものから、 “農林水産物の輸出拡大”等の物質的、商業的な
側面まで、様々な意義・目的が考えられるが、技術やモノの背景にある、より精神的な
部分の保護・継承が重要ではないか。

・一方、若者世代は、和食と洋食と比較して近寄りがたい、地味、難しい、外食単価が
高いなどのイメージを持っている傾向も見受けられるので、あまりに伝統保護的色彩の
強い目的を掲げると、逆効果の可能性。

＜文献調査＞
・日本の農業の活性化、農林水産物の輸出拡大、外国
人観光客の増加等の物質的、商業的な目的とともに、
持続可能な社会の実現、日本人の健康長寿、家族や
地域の社会的な結びつきの強化、日本人の誇りと
いった日本人の心（アイデンティティ）の維持・確立の
ようなものまで幅広く考えられる。
[4,47,56,68,77,84,111,122,128,135,144,160,342]
※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・“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”、“「和食」を通じて日本の家族
や地域の社会的な結びつきを強める”等、日本人の
心（アイデンティティ）維持・確立のようなものの方が
“農林水産物の輸出拡大”等の物質的、商業的な側
面よりも重要視されている。
・郷土料理の消失や正しい箸の持ち方をしている子供
達の減少などを例として和食文化の継承に懸念が持
たれている。

＜海外調査＞
・フランスでは、フランスの食文化が世界一素晴らしも
のであることを示そうとユネスコ無形文化遺産登録を
目指した。
・スペインでは、ユネスコ無形文化遺産に登録されたこ
とが重要なのではなく、もともと「地中海の食事」が
人々の健康的な生活に役立つ素晴らしい食文化とし
て考え、ユネスコ無形文化遺産の登録前から様々な
活動を進めており、食文化を次世代や世界へ伝えて
いきたいから保護・継承に積極的に取り組んでいる。

＜意見交換会＞

・4地域共通して、若者が「和食」を継承するきっかとし
て、家庭や学校などで実際に和食を作り、食べる機
会（実体験）を挙げる者が多かった。

・「和食」を継承する意義については、明確な回答は引
き出せなかったものの、「和食」が、「洋食と比べて近
寄りがたい、地味、難しい、外食利用の場合割高」と
いったややマイナス傾向イメージを持たれていること
がうかがえた。

・都市部、地方部での回答傾向の差異は特に見られな
かった。

◯「和食」の保護・継承の意義・目的とは？【Why】
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・どのような場面・機会で保護・継承に取り組むべきかについては、「和食」の保護・継承
の対象範囲と密接に関係があり、家庭の食文化の保護・継承とプロの料理人における
保護・継承は分けて考える必要がある。

・「和食」の保護・継承の中心的な場となるのは、家庭の食卓であると考えられる。また、
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である。ただし、学校
等については、既存の教育プログラムとの調整が求められる。

・「和食」の継承を効果的に推進する上で重要である「消費者が和食を欲する場面」とし
ては、①和食をしばらく摂取していない時、②バランスの良いヘルシーな食事を体が
欲するような時が上げられた。

＜文献調査＞
・家庭における「和食」の保護・継承と、プロの料理人に
おける「和食」の保護・継承は別々に考えるべき。
[10,20,23]

・子供たちに「和食」を伝えるために、学校教育や地域
での食育活動が重要である。ただし、学校教育を「和
食」の保護・継承の観点から変えることは容易ではな
く、例えば給食メニューの変更には抵抗も多い。
[6,7,11,33,78,89,93,113,128,129,138,357]
※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・「家庭の食卓」が9割近く、次いで「学校の給食」、「学
校や地域での食活動」が高い結果となった。

＜海外調査＞
・スペインでは、農業省と教育・文化・スポーツ省により、
学校教育における食文化の保護・継承が積極的に行
われている。また、ソリア市では、小学校、精神疾患
を持った子供の学校で、地中海ダイエットを通じた教
育を実践的に行っている。ただし、農業省が行う活動
は、教育・文化・スポーツ省が管轄する教育プログラ
ムや給食制度に抵触しない範囲になる等、制約があ
る。
・スペインでは、地中海ダイエット財団が“地中海の食
事”の対象範囲をコンセプト図に整理した際、どの時
代を含めるかについては、関係者の調整や解釈が難
しくなる原因となるため、盛り込まないこととした。カタ
ルーニャ州農業省の方の意見も同様であった。

＜意見交換会＞

・「和食」を食べたくなる状況としては、地方部では、季
節毎の行事や食材の旬に触れた時が多くの者から挙
げられた。
・一方、都市部では、洋食を食べ続けたり、海外渡航等
で和食を食べない生活が継続した場合も「和食」への
気持ちが高まるとの意見もあった。

・若者世代の中には、家庭では洋食中心の生活してい
る者も見られたが、そのような者でも「和食」を食べた
くなる状況としては特に差異は見られなかった。

◯「和食」の保護・継承を推進する場面・機会とは？【Where】
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・一般の生活者と事業者（プロの料理人等）を分けて考える必要がある。

・一般生活者については、広く言えば国民全体が担い手であると言える。

・家庭における「和食」の保護・継承に関しては、小学校等の子供や、家庭の母親がより
重視される対象。

・事業者については、和食の技術を有しつつ、新しい和食の魅力も発信できる柔軟性を
持った若い料理人等が中心。加えて小学生などへの食育という視点で、学校給食関係
者も重点ターゲットとする。次世代への継承を担う存在が大事である。

＜文献調査＞
・日本人全体が担い手である。[54]

・家庭における「和食」の保護・継承と、事業者（プロの
料理人等）における「和食」の保護・継承は別に考え
るべき。 [10,20,23]

・家庭における「和食」の保護・継承は、主役は子供と
お母さん、そして彼らにおふくろの味を伝えるおばあ
ちゃんと、世代間の継承となる。
[39,43,45,87,88,92,115,118,158,327]

・事業者における「和食」の保護・継承は、食生産者、
食製造・加工・流通業者、外食産業関係者、料理人
等、様々な立場の人たちに支えられている。
[54,66,67,73,314]
※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・家庭の食卓における「和食」の保護・継承としては、小
学校の児童と家庭の主婦の2つが特に高く、他の要
素の倍以上の支持を受けている。
・プロの料理人における「和食」の保護・継承としては、
料理人が最も高く、次いで学校給食関係者が重要と
考えられる。

＜海外調査＞
・フランス、スペインともに、子供への食文化の継承活
動を重視しており、母親よりも重点的に考えられてい
た。
・フランスではMOFによる料理人の顕彰等などを通じ、
料理人が継承のきっかけづくりを行う活動に力を入れ
ていた。

＜意見交換会＞

・地域・世代を問わず、「和食」の保護・継承の最も重要
な担い手は親（母親）と回答した者が多かった。
・年配世代では、親（母親）に加え祖父母（自分自身）も
含めた三世代で担うべきと回答する者も見られた。
・また、若者世代でも意識の高い者は、将来指導者や
母親になった場合、自らがその役割を担いたいと回
答する者も見られた。

◯「和食」の保護・継承の担い手は？【Who】
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・子供が幼い頃から「和食」に触れる機会が増え、「和食」を好きになるような方向性で
方策を考えるとよい。

・ 「和食」は難しいとの誤解を解き、家庭の食卓を担う親世代が、共働き等で忙しい現
代でも手軽に楽しんで「和食」を作るきっかけを増やす方向性で方策を考えるとよい。

・伝統行事、年中行事の実施と一体となった「和食」は比較的受け入れられており、その
現状を見据えた方策を考えるとよい。

＜文献調査＞
・小学校の子供が保護・継承の対象として重要であり、
食育を通じて小さい頃から「和食」に慣れ親しんでもら
うことが重要。 [6,11,33,78,89,93,113,128,129,357]

・「和食」は難しいとの誤解を解く必要がある。共働き等
で忙しい現代でも手軽に作れる「和食」を示すことが
重要。[34,36,44,86,88,92,126,147,309]

・若い世代に「和食」の魅力を伝えることが重要。「和
食」の素晴らしさ、かっこよさを伝える。
[8,34,89,97,103,115,136,146,158]

※上記数字は、【参考資料2】のエビデンスのNo.

＜和食会議アンケート＞
・小学校の子供が保護・継承の対象として重要であり、
食育を通じて小さい頃から「和食」に慣れ親しんでもら
うことが重要。
・学校教育だけではなく、イベントや勉強会等、「和食」
に接触し、学ぶ機会を増やす。
・「和食」の手軽さをアピールする。「和食」が特別な料
理ではなく、毎日の家庭料理が「和食」であるとの理
解を深める。

＜海外調査＞
・フランスでは、学校で子供達を対象に食文化について
学ぶ「味覚の一週間」等の取組が行われているほか、
食文化推進の中核4都市（シティ・オブ・ガストロノ
ミー）を設立する動きを進めている。
・一方、スペインでは、17ある自治州ごとに独自の活動
を進めており、その中の一つであるカスティーリャ・イ・
レオン州のソリア市では、ユネスコ無形文化遺産の登
録都市として、小学校等で食育やや街づくりに絡めた
地中海ダイエットの保護・継承活動を実践的に進めて
いる。
・スペインの農業省で子供向けのパンフレットや教材を
作成して全国に展開しており、教育や学校給食などを
通じ教育に関するプログラムを展開している。

＜意見交換会＞

・親子で一緒に和食を作り、食べる機会を作ることが効果的な
継承方法として挙げる者が多かった。
・また、三世代地域の伝統行事に参加し、コミュニケーション機
会を持つことも効果的であるとの意見も聞かれた。
・都市部、地方部に関らず、農業に関る者からは、食材の生産
まで繋がった取組について発言する傾向が見られた。
・年配世代では、自身の体験を踏まえ上記の重要性を指摘しつ
つも「無理に手の込んだ和食を作る必要は無い」との意見が
多かった。
・母親世代では、仕事・家事で多忙な現状を踏まえ「手間・時間
の掛からない料理・方法が重要」との意見が多かった。
・若者世代では、プロの料理人の和食を体験したことで、「和食
への興味・関心が高まった」「レシピが簡単なら作ってみたい」
等との発言もあり、和食の継承に向けた刺激となっていること
がうかがわれた。

◯「和食」の保護・継承の方法は？【How】



（参考）各調査・意見交換会から導出した5W1H
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・守っていくべき「和食」のコア（DNA）と、時代に合わせて変わってよい、むしろ、進化すべき部分の両
輪。
・「和食」のコアとは、ユネスコに申請した「和食」の4つの特徴を指し、それをどれだけ具体的に満た
すかにより、コアからの距離が測れる。
・保護・継承の範囲として、コアの範囲（境界領域）としては、ご飯・汁・菜・漬物から構成される献立が
あり、それを箸・和食器で食べ、「いただきます・ごちそうさま」と自然の感謝を示し、正しい食べ方でい
ただくこと。
・日本人の外来のものを取り入れる寛容さと、工夫する精神に基づく独自の進化。
・変化については、共働き等、現在の社会環境に合わせ“手軽さ”に対応するとともに、継承する若者
を引き付ける“魅力・かっこよさ”も重要な要素である。

【What】
保護・継承すべき「和

食」とは？

・「和食」の基本的な要素、コアと言える部分の多くは、江戸時代
に成立し、明治維新や戦前・戦後を経て、家庭の食が崩れ始め
る昭和30年頃までが基本的な目安と言える。

【When】
いつの時代の「和
食」を保護・継承すべ

きか？

・日本の農業の活性化、農林水産物の輸出拡大、外国人観光客
の増加等の物質的、商業的な目的とともに、持続可能な社会の
実現、日本人の健康長寿、家族や地域の社会的な結びつきの
強化、日本人の誇りといった日本人の心（アイデンティティ）の維
持・確立のようなものまで幅広く考えられる。

【Why】
「和食」の保護・継承
の意義・目的とは？

・家庭における「和食」の保護・継承と、事業者（プロの料理人等）にお
ける「和食」の保護・継承は別に考えるべき。
・家庭における「和食」の保護・継承は、主役は子供とお母さん、そし
て彼らにおふくろの味を伝えるおばあちゃんと、世代間の継承となる。
・事業者における「和食」の保護・継承は、食生産者、食製造・加工・
流通業者、外食産業関係者、料理人等、様々な立場の人たちに支え
られている。

【Who】
「和食」の保護・継
承の担い手は？

・家庭における「和食」の保護・継承と、プロの料理人における「和食」
の保護・継承は別々に考えるべき。
・子供たちに「和食」を伝えるために、学校教育や地域での食育活動
が重要である。ただし、学校教育を「和食」の保護・継承の観点から変
えることは容易ではなく、例えば給食メニューの変更には抵抗も多い。

【Where】
「和食」の保護・継承
を推進する場面・機

会とは？

・小学校の子供が保護・継承の対象として重要であり、食育を通じて
小さい頃から「和食」に慣れ親しんでもらうことが重要。
・「和食」は難しいとの誤解を解く必要がある。共働き等で忙しい現代
でも手軽に作れる「和食」を示すことが重要。
・若い世代に「和食」の魅力を伝えることが重要。「和食」の素晴らしさ、
かっこよさを伝える。

【How】
「和食」の保護・継承

の方法は？
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・「和食」の4つの特徴に関連する具体的な要素については、保護・継
承が不要と思われるものはないが、優先順位は明確。“出汁や発酵
調味料等、旨みを求める調理技術”、“年中行事との結びつき”、“器・
盛り付け等、しつらえ技術”、“季節感を演出する多彩な旬な食材”、
“いただきます等、自然に感謝する精神”等は特に優先順位が高い。

【What】
保護・継承すべき「和

食」とは？

・1970年代以降に成長したファストフード産業の折衷メニューはまだ
「和食」と言うこと自体に違和感があり、戦後に定着したカタカナ料理、
明治以降のオムライス、カレー等の和洋折衷料理は、「和食」と言わ
れても違和感こそ少ないものの、保護・継承が重要ではないという意
見が多い。一方、江戸時代に外食メニューとして定着した料理（てん
ぷら等）は、保護・継承すべき「和食」と言える。

【When】
いつの時代の「和
食」を保護・継承すべ

きか？

・“農林水産物の輸出拡大”等の物質的、商業的な目的よりは、
“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”、“「和食」を通じて日本の家族や地域の社会的な結びつ
きを強める”等、日本人の心（アイデンティティ）の維持・確立のよ
うなものの方ががより重要視されている。

【Why】
「和食」の保護・継承
の意義・目的とは？

・家庭の食卓における「和食」の保護・継承としては、小学校の児
童と家庭の主婦の2つが特に高く、他の要素の倍以上の支持を
受けている。
・プロの料理人における「和食」の保護・継承としては、料理人が
最も高く、次いで学校給食関係者が重要と考えられる。

【Who】
「和食」の保護・継
承の担い手は？

・「家庭の食卓」が9割近く、次いで「学校の給食」、「学校や地域
での食活動」が高い結果となった。【Where】

「和食」の保護・継承
を推進する場面・機

会とは？

・小学校の子供が保護・継承の対象として重要であり、食育を通じて
小さい頃から「和食」に慣れ親しんでもらうことが重要。
・学校教育だけではなく、イベントや勉強会等、「和食」に接触し、学ぶ
機会を増やす。
・「和食」の手軽さをアピールする。「和食」が特別な料理ではなく、毎
日の家庭料理が「和食」であるとの理解を深める。

【How】
「和食」の保護・継承

の方法は？
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・フランス、スペインともに、保護・継承の対象としては、ユネスコ無形文化遺産に
登録した内容（「フランスの美食術」、「地中海ダイエット」）と設定している。
・スペインでは、関係国、関係地域（自治州）が多いため、基本的な対象範囲の考
え方は抽象的な表現に留め、解釈の余地を多く残しており、各国、各地域の活動
の目的に応じて、それを具体的なコンセプトに落とし込んで活動している。
・地中海ダイエット財団の取材では、基本的なコンセプトを設けた上で、対象範囲
に当てはまるかどうかの審査を行う機関を別途設け、個別に検討する方法を取っ
ていることが分かった。

【What】
保護・継承すべき「和

食」とは？

・スペインでは、地中海ダイエット財団が“地中海の食事”の対象範囲をコン
セプト図に整理した際、どの時代を含めるかについては、関係者の調整や
解釈が難しくなる原因となるため、盛り込まないこととした。カタルーニャ州
農業省の方の意見も同様であった。

【When】
いつの時代の「和
食」を保護・継承すべ

きか？

・フランスでは、フランスの食文化が世界一素晴らしものであることを示そう
とユネスコ無形文化遺産登録を目指した。
・スペインでは、ユネスコ無形文化遺産に登録されたことが重要なのではな
く、もともと「地中海の食事」が人々の健康的な生活に役立つ素晴らしい食
文化として考え、ユネスコ無形文化遺産の登録前から様々な活動を進めて
おり、食文化を次世代や世界へ伝えていきたいから保護・継承に積極的に
取り組んでいる。

【Why】
「和食」の保護・継承
の意義・目的とは？

・フランス、スペインともに、子供への食文化の継承活動を重視しており、母
親よりも重点的に考えられていた。
・フランスではMOFによる料理人の顕彰等などを通じ、料理人が継承のきっ
かけづくりを行う活動に力を入れていた。

【Who】
「和食」の保護・継
承の担い手は？

・スペインでは、農業省と教育・文化・スポーツ省により、学校教育における食文化の保護・
継承が積極的に行われている。また、ソリア市では、小学校、精神疾患を持った子供の学
校で、地中海ダイエットを通じた教育を実践的に行っている。ただし、農業省が行う活動は、
教育・文化・スポーツ省が管轄する教育プログラムや給食制度に抵触しない範囲になる等、
制約がある。
・スペインでは、地中海ダイエット財団が“地中海の食事”の対象範囲をコンセプト図に整理
した際、どの時代を含めるかについては、関係者の調整や解釈が難しくなる原因となるた
め、盛り込まないこととした。カタルーニャ州農業省の方の意見も同様であった。

【Where】
「和食」の保護・継承
を推進する場面・機

会とは？

・フランスでは、学校で子供達を対象に食文化について学ぶ「味覚の一週間」等の取組が
行われているほか、食文化推進の中核4都市（シティ・オブ・ガストロノミー）を設立する動き
を進めている。
・一方、スペインでは、17ある自治州ごとに独自の活動を進めており、その中の一つである
カスティーリャ・イ・レオン州のソリア市では、ユネスコ無形文化遺産の登録都市として、小
学校等での食育や、街づくりを絡めた地中海ダイエットの保護・継承活動を実践的に進め
ている。
・スペインの農業省で子供向けのパンフレットや教材を作成して全国に展開しており、教育
や学校給食などを通じ教育に関するプログラムを展開している。

【How】
「和食」の保護・継承

の方法は？
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・4地域共通的に挙がったものは、「ご飯、味噌汁、おかず」という和食の基本的な楽しみ方。
・加えて、「いただきます」に象徴される、食材の命等に感謝する気持ち。

・地方部では「行事食」も挙げられた。
・都市部、地方部を問わず、農業との関りがある者は「和食」に対する意識の高さがうかがえた。

・各世代を通じ、将来に伝えたい「和食」としてカレーやラーメン等のカタカナ料理は挙がらなかったも
のの、そうした料理であっても食材が全て地域産のもの場合どうかと問い掛けると回答に窮する場
面があった。

【What】
保護・継承すべき「和

食」とは？

・4地域共通して、若者が「和食」を継承するきっかとして、家庭や学校などで実際
に和食を作り、食べる機会（実体験）を挙げる者が多かった。

・「和食」を継承する意義については、明確な回答は引き出せなかったものの、「和
食」が、「洋食と比べて近寄りがたい、地味、難しい、外食利用の場合割高」といっ
たややマイナス傾向イメージを持たれていることがうかがえた。

・都市部、地方部での回答傾向の差異は特に見られなかった。

【Why】
「和食」の保護・継承
の意義・目的とは？

・地域・世代を問わず、「和食」の保護・継承の最も重要な担い手は親
（母親）と回答した者が多かった。
・年配世代では、親（母親）に加え祖父母（自分自身）も含めた三世代
で担うべきと回答する者も見られた。
・また、若者世代でも意識の高い者は、将来指導者や母親になった場
合、自らがその役割を担いたいと回答する者も見られた。

【Who】
「和食」の保護・継
承の担い手は？

・「和食」を食べたくなる状況としては、地方部では、季節毎の行事や食材の旬に触
れた時が多くの者から挙げられた。
・一方、都市部では、洋食を食べ続けたり、海外渡航等で和食を食べない生活が
継続した場合も「和食」への気持ちが高まるとの意見もあった。

・若者世代の中には、家庭では洋食中心の生活している者も見られたが、そのよう
な者でも「和食」を食べたくなる状況としては特に差異は見られなかった。

【Where】
「和食」の保護・継承
を推進する場面・機

会とは？

・親子で一緒に和食を作り、食べる機会を作ることが効果的な継承方法として挙げる者が多かった。
・また、三世代地域の伝統行事に参加し、コミュニケーション機会を持つことも効果的であるとの意見も聞かれた。
・都市部、地方部に関らず、農業に関る者からは、食材の生産まで繋がった取組について発言する傾向が見られ
た。

・年配世代では、自身の体験を踏まえ上記の重要性を指摘しつつも「無理に手の込んだ和食を作る必要は無い」
との意見が多かった。

・母親世代では、仕事・家事で多忙な現状を踏まえ「手間・時間の掛からない料理・方法が重要」との意見が多
かった。

・若者世代では、プロの料理人の和食を体験したことで、「和食への興味・関心が高まった」「レシピが簡単なら
作ってみたい」等との発言もあり、和食の継承に向けた刺激となっていることがうかがわれた。

【How】
「和食」の保護・継承

の方法は？


