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（７）まとめ 

 （１）～（６）について、問題意識、社会的背景、取組事例等の視点から下表に整理した。 

表 3 海外現地調査総括表（１／３） 

調査項目 （１）フランス （２）イタリア 

①問題意識
食文化、経
済社会状
況等の基
本認識 

(ア) フランス人の美食術（ガストロノミー）が無形文化遺産
に登録されているフランスでは、美食大国として完成度の
高い食文化に加わりつつある変化の潮流や移民人口増大
による食文化の融合がある一方、「味覚の一週間」などをは
じめとする味覚教育・健康問題改善に向けた取組や、料理
学校などによる国内外での仏料理人育成、輸出支援機関
などによる海外への食文化紹介・浸透に向けた取組など、
食文化の継承・普及のための幅広い取組が行われている。
(イ) 狭義のフランス料理は、正餐に用いる厳格な作法に則
ったオートキュイジーヌを指すが、フランスの各地方には一
般市民に広く親しまれている伝統的な郷土料理が数多くあ
り、例えば南仏では、地中海の海産物やオリーブ油、山
羊、ハーブなどの食材を利用したプロヴァンス料理が代表
的である。 
(ウ) 上記を念頭に、フランスにおける食文化を取り巻く環
境等の変化を踏まえ、食育などによる健康改善や伝統的な
食文化を守る取組事例を取り上げるとともに、フランス国内
各地における特徴的な郷土料理の実態等を整理する。ま
た、仏料理人育成や輸出支援機関による海外における取
組など、食文化継承・普及の取組が輸出拡大につながった
事例を併せて見る。 

(ア) イタリアの食文化は郷土色豊かであり、それぞれの土
地により農産物やワイン、調理法などが異なっており、サグ
ラと呼ばれる村や町の食の祭りが各地の郷土料理継承の
役割を担っている。イタリアの食文化が地域性に富んでい
るのは、手間暇と愛情を込めて作られたマンマ（母親）の家
庭料理への愛着と誇りに根差しているからである。 
(イ) イタリアでは、他の地中海諸国とともに「地中海の食
事」が無形文化遺産に登録され、チレントが特定共同体に
指定されている。ピオッピにおける「地中海の食事の生きた
博物館」や「地中海食習慣祭」、カロメータ（サレルノ）にお
ける「FOOD 4U」、「欧州郊外地方 緑の交流会」など、多く
の取組が紹介されている。(ウ) 都市部を中心とするファー
ストフード等による画一的なライフスタイルや青少年の肥
満・過体重問題に対する危機感を背景に、食文化保護・育
成のために 1986 年に発足したスローフード協会は、世界
的な食のネットワークを構築し目覚ましい発展を遂げた。ま
た、食と農学とをつなげる食科学大学の設立等の取組を推
進し、大きな社会的影響力を持つようになっている。 
(エ) 上記を踏まえ、食文化継承・普及を図るための事例と
して、スローフード協会による各種取組のほか、食育や地
理的表示等を活用した伝統的な食文化を守る取組事例を
取り上げる。また、世界各地に展開している EATALY をは
じめとする、食文化継承・普及の取組が輸出拡大につなが
った事例を併せて見る。 

②社会的背景
食文化の特
徴と食生活意
識変化、食品
産業の動き 

○フランス料理の特徴は体系的に確立された調理技術 
○商品ブランド確立の重視 
○輸出拡大促進については、乳業やワイン等の協同組合
と SOPEXA 等の総合輸出促進機関が連携し、組織力を効
果的に活用 

○イタリア料理の特徴はマンマ（母親）の味と各土地ごとに
食文化が異なる多様性 
○イタリアでは家族揃っての食事を重視 
○食文化継承・普及については、行政は許認可等の基礎
的な支援にとどまり、基本的に個人による取組が中心 

③食文化継
承・普及の
主な取組
事例 

○各取組事例の運用状況・主な成果・成功要因・今後の課題等
（ル・コルドン・ブルーの取組例） 
・世界各国におけるフランス料理人の人材育成 
・韓国大使館との協力による韓国のキムチを使った料理本
や、タイ大使館との協力によるタイ料理本の出版 
・料理学校での日本食コースの設置 
・日本食材のフランス料理等への活用 
（その他の取組例） 
・「味覚の一週間」 
・「味覚の授業」（農業・漁業省、砂糖協会、食肉情報センタ
ー等） 
・新聞・雑誌記事、口コミ等を活用したイタリア料理店プロモ
ーション（Casa Bini） 
・食文化への尊敬と誇りの重視（UNESCO） 
・日本のサブカルチャーイベントの活用（UNESCO） 
・訪日観光プロジェクト（複合文化パック）の実施
（Restaurant60）  など 

○イタリア食文化（スローフード）の理念確立・浸透（スロー
フード協会、食科学大学等） 
（スローフードの取組例） 
・「プレシディオ（中小生産者の商品・食品支援）」 
・「テッラ・マードレ（母なる大地／国際会議）」 
・「サローネ・デル・グスト（食の祭典／国際見本市）」 
・「味の箱舟（アルカ）」 など 
（その他の取組例） 
・料理学校における理念に沿った調理実習コース
（Cucinoteca） 
・こだわりの古農家レストランを通じた農業と都市の橋渡し
（Un Posto a Milano “Cashina”） 
・ピエモンテ牛の DNA 鑑定の導入（La Granda） など 
○在外イタリア大使館の施設を利用したイタリア食品の紹
介イベントの企画・運営 

④食文化継
承・普及の
取組が輸
出拡大に
つながった
事例 

○各取組事例の現状・主な成果・成功要因・今後の課題等
（取組例） 
・世界各国におけるフランス料理人の人材育成（ル・コルドン・ブルー）
・フランス全国酪農経済センター（CNIEL）による乳製品プロ
モーション（海外プロモーション製品の絞込、重点対象国の
設定等） 
・フランス食品振興会（SOPEXA）によるワイン、酪農製品、肉類
製品のプロモーション（重点対象国・商品の設定等） 
・海外機関とのプロモーション等連携（SOPEXA 等） 
・原産地証明の導入（各所） 

○各事例の現状・主な成果・成功要因・今後の課題等
（取組例） 
・Slow Foodの哲学・理念を効果的に活用し、EATALYの国
内外展開を推進（伊国内店舗数 11 店（さらに 6 店舗を新規
開店準備中）、海外店舗数 14 店。従業員数は国内外合計
で約 2,000 人、伊国内で約 1200 人） 
・原産地証明の導入（プロシュート、パルマハム等）（各所）

⑤日本食・食
品の現状と
展望 

・パリにおける日本食については、日本食のコピー（もどき）
が多いことが問題であり、差別化が一番の課題 
・寿司などの日本食レストランは、特に 2004 年以降、増加
傾向が顕著（但し日本人以外による経営が大半）。最近で
はラーメン店が増加 
・日本食レストランを普及させるためには、味を充実させると
ともに価格を下げる努力が必要 

・日本食材の問題点はロジスティクス（物流）と料理の仕方の説明
・ミラノの多くの日本食レストランが、日本料理の知識や技
術のない外国人により経営されており、品質のレベルが低
いため、日本食の信頼性が損なわれている 
・サービス係りが料理や食材などについての知識がないか、
或いは知識はあっても言葉の問題で正しく説明できない。その
結果、日本食や食文化の普及が妨げられている。日本食レスト
ランには、日本食を正確に説明できるスタッフが必要 

※太字は日本食・食文化の海外普及戦略（案）の検討
にあたり参考になると考えられる主な事項を示す。
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表 3 海外現地調査総括表（２／３） 

調査項目 （３）スペイン （４）ノルウェー 

①問題意識
食文化、経
済社会状
況等の基
本認識 

(ア) 世界三大生ハムとされるハモンセラーノや生産量
が限られる希少なハモン・イベリコは世界的ブランドにな
っており、伝統的な製造方法・プロセスを守りつつ、EU
域内における IGP（地理的表示保護）に基づき適切に保
護されている。 
(イ) また、オリーブオイルの世界最大の生産・輸出国
（年間生産量約 150 万トン）であり、スペイン産オリーブ
オイルは世界 5 大陸の 100 カ国以上に輸出（年間輸出
量約 75 万トン）され、世界の料理専門家や消費者から
高い評価・支持を得ている。 
(ウ) さらに、魚介類の輸出・消費量（年間輸出量約 15
万トン）が EU 内において最も多い魚食国でもあり、マグ
ロ養殖（滋養）では地中海をリードし、ムール貝等の原産
地呼称・地理的表示にも積極的に取り組んでいる。 
(エ) これらの内陸型食品と海産物が融合・調和した地
中海型食生活・食品産業は、日本の食文化と基盤産業
の関係への示唆に富んでおり、各食品・産品を取り巻く
食文化継承・普及を図るための各種事例を取り上げる。
また、食文化継承・普及の取組が輸出拡大につながっ
た事例を併せて見る。 

(ア) 水産物輸出が輸出の大きな割合を占める漁業国
家であり、養殖水産物は世界的なブランドにもなってい
る（ブランド化）。また、漁業資源管理も徹底しており、漁
業者の経営基盤強化、市場価格の維持と国際競争力
の獲得に成功している（輸出促進）。 
(イ) 国内では魚食文化の普及施策として、健康な食生
活指針として魚の摂取を掲げるとともに、伝統的には食
べなかったエビ・カニ・貝類の家庭への浸透もめざまし
く、基盤産業と食文化の連携という点でも参考になる（食
文化の普及）。 
(ウ) 食文化・外食市場での新しい動きとして、フランス
料理シェフのブームがある。伝統的な食文化への外国
料理の進出成功事例として注目したい（日本食・食品の
輸出拡大のヒント）。 

②社会的背景
食文化の特
徴と食生活意
識変化、食品
産業の動き 

○スペイン料理の特徴はタパス文化と外（太陽の下）で
食べること 
○地中海食文化は食生活の仕方の 1 つであり、科学的
に証明された世界的に最も健康的な食生活 
○食文継承・普及については、行政（州政府）が積極的
に関与するとともに、内部に実働部隊を整備 

○米国の経済的支援（マーシャルプラン）とともに進行し
た文化的アメリカナイズの顕在化と、その反動としての
自国のアイデンティティ確立に向けた活動の活発化 
○New Nordic Food において“ピュア、フレッシュ、シン
プル”をマニフェストとして新しい北欧食文化の確立を推
進 

③食文化継
承・普及の
主な取組
事例 

 
○地中海食文化は 1 つの現実の「食生活の形」であり、
食について「おいしい」「きれい」「ただしい」を追い求め
る「ムーブメント（運動）」であるスローフードとは次元が
異なる。 
（地中海食文化の取組例） 
・心臓病と地中海型食生活の関係性についての長期に
わたる大規模な科学的調査の実施、研究結果の発表
（2013 年） 
・「ソリア健康月間（食生活分析、目録作り、リスト作成、
データ収集等）」 
・「地中海型食品の認定事業」 など 

○各取組事例の運用状況・主な成果・成功要因・今後
の課題等 
（取組例） 
・魚介類の輸出競争力の強化（魚介類輸出にフォーカ
ス） 
・調理技術普及のための人材開発 
・食文化を取り巻く環境変化への対応（New Nordic 
Cuisine の確立等） 
・輸入食品の動向変化と食文化への影響（加工食品、
簡便調味料等） 

④食文化継
承・普及の
取組が輸
出拡大に
つながった
事例 

 
○各事例の現状・主な成果・成功要因・今後の課題等 
（取組例） 
・エクストラバージンオリーブオイルやテーブルオリー
ブ、高級チーズなどの品質管理や輸出拡大のための取
組と成果 
・原産地証明の導入（ハモンセラーノ、ハモンイベ
リコ等） 
・海外機関とのプロモーション等連携（地中海食文
化財団、Alicia 財団等） 
・バーチャル見本市の実施（PRODECA） など 

○各事例の現状・主な成果・成功要因・今後の課題等 
（取組例） 
・水産業における「養殖漁業」の地位向上、産業力強化
（魚種、輸出先、成長市場、国際ブランドとしての差別
化） 
・漁獲割り当て等の仕組みと強制力、法制度 
・輸出環境整備（コールドチェーン等の物流整備、法的
規制による国内の品質管理、各国の規制への対応等） 
・原産地証明の導入（Matmerk 等） など 

⑤日本食・食
品の現状と
展望 

 
○ バルセロナでは日本食ブームの到来により、経済的
利益が期待できるというだけの理由で中国人等の新規
参入が相次ぎ、結果として品質レベルが低くなった。品
質レベルの改善・維持が大きな課題 
・普及可能性がある日本食は、見た目がきれいでスペイ
ン人のイメージとかけ離れていないメニューを推奨（例：
てんぷら、大福もち等）。手巻き寿司は既に都会の若者
を中心に家庭に浸透（自宅で楽しめる、健康的、おしゃ
れ） 

・New Nordic Food のマニファストに掲げたピュア、フレッ
シュ、シンプルという標語は、日本料理そのものであり、
北欧の食文化と日本の食文化は親和性が高い。 
・寿司と刺身はノルウェーで今とても売れている。とくに
子供に人気がある。生魚をノルウェー人が食べるという
事は 10 年前では考えられないこと。 
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表 3 海外現地調査総括表（３／３） 

調査項目 （５）タイ （６）韓国 

①問題意識
食文化、経
済社会状
況等の基
本認識 

 
（ア）伝統的なタイ料理は、米と魚（特に川魚）であり、現
代のタイ料理は現王朝（ナッタナコーシン王朝）の頃に
確立された。一般にタイ料理といわれるのはバンコクを
中心とする中部タイの料理であり、現代タイの人々にと
って、家庭料理よりも街の台所でのテイクアウトが一般的
となった。タイ料理は、地方色も豊かであり、バンコクを
中心とする中部、チェンマイに特徴付けられる北部に加
え、東北部、南部と分けられる。 
（イ）タイの食文化の継承は、民間よりも国の政府機関に
より実施されており、タイ・セレクト政策を中心とするタイ
レストラン、タイ料理、タイ食材のブランド政策、正統なタ
イ料理の継承・普及を目指す、タイ・デリシャス政策、こ
れらタイレストランの世界的な進出、タイ食材の輸出拡
大を目指す、包括的な戦略でありタイ：Kitchen of the 
World 等がある。 
（ウ）上記を念頭に、タイにおける食文化の継承・普及、
更に食材の輸出拡大のためのブランド政策（タイ・セレク
ト政策）、タイ料理の標準化政策（タイ・デリシャス政策）
に焦点を当てるとともに、タイ料理の継承・タイレストラン
にシェフとしての人材を供給するタイの料理学校、また
給食を通してのタイの食育等を明らかにするとともに、日
本食・日本食材の普及・浸透に関してもその実態を探
る。 

（ア）韓国の食文化では、伝統思想である「心身一如」や
「薬食同源」を重視しており、西洋料理等に比して肉類
をあまり使用せず、発酵食品や野菜、ご飯を中心とする
低カロリーの健康食となっている。こうした伝統思想を反
映し、韓国では食事と健康に対して非常に高い関心を
示しており、「ウェルビーイング（Well-being）」と呼ばれる
健康で豊かな人生を営むライフスタイルが重視される。 
（イ）また、韓国料理では道教の陰陽五行の思想に則
り、五味（甘、辛、酸、苦、塩）、五食（赤、緑、黄、白、
黒）、五法（焼く、煮る、蒸す、炒める、生）をバランスよく
各献立に取り入れており、食欲をひき立てる視覚的効
果とともに、味覚面・栄養面でのバランスを考慮し、伝統
的な知恵や知識を積極的に取り入れている。 
（ウ）韓国では、経済力と国際的なブランド価値とのギャ
ップに対する問題意識から、官民を挙げて韓国料理の
グローバル化（韓食の世界化）を推進している。韓国料
理を世界五大料理の 1 つとして文化の優秀性を世界に
広めるとともに、国家イメージを高め、韓国食材の輸出
促進と在外僑胞の雇用促進を目指し、様々な活動を展
開している。こうした活動の成果の 1 つとして、晩秋に行
われるキムチ漬けの風習である「キムジャン」が 2013 年
12 月に無形文化遺産に登録された。 
（エ）上記を踏まえ、韓国における食文化の特徴、食生
活の変化に係る実態等を把握するとともに、食文化継
承・普及のための取組、輸出拡大に寄与した事例や成
果等を把握・整理する。 

②社会的背景
食文化の特
徴と食生活意
識変化、食品
産業の動き 

 
○タイの食文化の特徴（総菜・食品のテイクアウト等） 
○近年の食文化の変化（カレー店等の普及拡大等） 
○行政（国）主導による取組が主体（各所） 

○韓国の食文化の特徴（調和、スローフード（発酵食
品）、創造的献立等） 
○近年の食文化の変化（単身世帯の増加や高齢化等
で簡単に料理できる調味料や加工食品等が販売され、
画一的な味に変化、居酒屋の普及拡大が進展、韓食の
フュージョン化等） 
○行政（国）主導による「韓食の世界化」の取組が主体
（各所） 

③食文化継
承・普及の
主な取組
事例 

 
・政府機関の事例 
①タイ・セレクト政策 
②タイ・デリシャス政策 など 
 
・民間の事例 
①タイレストラン・シェフ等の養成 
②食育の推進（学校給食支援） など 

①韓食のブランド化（＝韓食の世界化） 
②韓流ドラマの戦略的活用 
③韓食の世界化政策の力点の変化（2008～13 海外広
報・普及、2014～インバウンド重視（外国人旅行者 1300
万人）） 
④韓食財団の設立 

④食文化継
承・普及の
取組が輸
出拡大に
つながった
事例 

 
○タイレストランの海外進出状況及び、タイ・セレクトによ
るタイレストランの認定 
○タイ政府によるタイ食品・食材の輸出（Thai Kitchen 
to the World 政策等） 
○地域ごとの味覚を考慮したタイ料理の味の標準化
（NIA） 
○OTOP（一村一品運動）政策の食品・食材輸出 

○韓食レストランの推薦制度（海外韓食レストランの選
定・紹介） 
○国内人材の育成支援（大学韓食課程の設置等） 
○海外韓食レストランの人材育成支援（aT） 
○韓食アーカイブ など 

⑤日本食・食
品の現状と
展望 

・2000 年頃にタイのローカルレストランがローカライズさ
れた味で日本食レストランを出店し、1,000 円（300 バー
ツ）程度で食べ放題を行ったことが、日本食レストランの
価格に対する安心感を与えた 
・タイ人の日本食好きは、一時的なブームではなく、タイ
の食文化の中に既に浸透しており、今後も外食、小売と
もに成長継続の見通し 

・韓国で日本食はあくまでも外食の対象であり、家で食
べることはない 
・近年の日本食ブームは、韓国人による日本式居酒屋
が火付け役であり、これら日本式居酒屋の主な客層は
20 代～30 代の若者層 
・2011 年の原発事故以来日本食材の輸入規制が続い
てることに加え、2013 年の汚染水の流出問題で規制は
むしろ強化されていることから、日本食材に対する買い
控えが続いている。これに対して日本食レストランや日
本式居酒屋では、原発後数ヶ月で売上は元の水準に
戻っており、現状では原発の影響は見られない 

 

 




