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２．文献調査 

 本調査における海外現地調査を補完・補強する観点から、海外現地調査の対象国であるフ

ランス、イタリア、スペイン、ノルウェー、タイ、韓国及び EU（欧州連合）における国内

外の食文化普及に係る文献調査を実施した。なお、文献調査の実施に際しては、対象各国に

おいて重要と考えられる取組に焦点を当て、その目的、実施主体、取組内容、結果（成果）

等の観点から整理を行った。 
 

（１）フランス 

１）味覚の 1 週間（La Semaine du Gout） 

20 年以上の歴史を有し、8 割以上のフランス人に認知されている国民的食育活動。実施

主体には、企業のほか、農業・漁業省、フランス国立文化評議会なども参画し、フランス

の食育活動の中でも重要な位置を占める。仏では 1992 年、日本でも 2011 年から本格化。

主として小学生を対象に料理人が学校で教える「味覚の授業」、家族や友人と楽しむ「味覚

の食卓」、味覚体験イベントに加わる「味覚のアトリエ」が 3 本柱として位置付けられてい

る。仏では 10 月の第 3 週、日本では第 4 週に開催される。 
上記取組を推進する観点から、栄養不足や肥満予防など国民の健康状態の改善をねらい

とした仏政府の「第 2 次全国栄養健康プログラム」（Le Programme National Nutrition 
Sant）（2006～201 年度）においては、食品関係の広告をメディアに出す場合には、野菜・

果物の摂取や運動の推奨などの健康に関するメッセージをあわせて提供しなければならな

いことが法令で制定された。 
味覚の一週間の主な成果として、2006 年度の「味覚の授業」では、約 6,000 の教室で、

3,000 人を超えるシェフが指導に携わり、高級料理を格安で提供する「味覚の食卓」には約

500 のレストランが参加した。また、2013 年度の「味覚の授業」では、仏全土で 200 校、

5000 クラス、150,000 人の子どもが参加した。 
 

２）フランス最優秀技術者賞（MOF） 

フランス 優秀技術者賞（Meilleur Ouvrier de France：MOF）とは、フランス文化の

も優れた継承者たるに相応しい高度の技術・技能を有する職人に授与される称号。本制

度は、手作業で労働する伝統的なフランスの職人の技術保全と地位向上を目的として、1913
年に創設され、第一次世界大戦での中断を乗り超え、現在まで約一世紀にわたって続けら

れており、MOF 受章者の名誉は日本の「人間

国宝」に相当するものとされる。 
MOF の選定は 3 年に一度開催され、コン

クール形式で厳密な審査が行われる。実施主

体は仏政府であり、受章者にはフランス大統

領の名において、大統領官邸であるエリゼ宮

にて MOF のメダルが授与される。これまで

の受章者は約 7,000 人弱（2001 年時点）。な

お、MOF 料理人については、トリコロールカ

ラーの襟のコックコート着用が認められる

（写真参照）。  

（出所）辻調グループウェブサイト 
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フランス人の Art de Vivre（生活芸術）の精神を反映し、現在では、対象となる職種は

調理、製菓、パン、ワイン製造に加え、宝飾品、工芸品、レース(刺繍)、ガラス加工、皮革

製品、ガーデニングなど幅広く及んでおり、その数は約 200 種類に及ぶ。 
但し、その中で代表的なのは「料理」であり、これまでにポール・ボキューズ、ジョエ

ル・ロブションら多数の有名料理人が名を連ねている。 年少受章者（受賞当時 25 歳）で

あるギヨーム・ゴメスも料理人である。また、パテシエでは日本でも著名なピエール･エル

メやジャンポール・エヴァンが選出されている。 
日本人では、1972 年に辻静雄氏（辻調グループ創設者）が外国人として初めて名誉章を

受章し、1987 年に理容師の吉野泰央氏が初めて本受章した。 
 

参考文献 

・農林水産省「平成 24 年度日本食文化の保護・継承及び活用にかかる調査事業（取組事

例）‐海外取組事例の文献調査結果報告書」 
・内閣府「諸外国における食育推進政策に関する調査報告書（平成 19 年 3 月）」 
・内閣府「諸外国における食育実践プログラムに関する調査報告書（平成 20 年 2 月）」 
・内閣府「諸外国における民間活力を生かした食育実践プログラムに関する調査報告書（平

成 20 年 12 月）」 
・内閣府「平成 24 年版食育白書」 
・「味覚の一週間」公式ウェブサイト http://www.legout.jp/ 
・日本貿易振興機構 農林水産・食品部 パリ事務所「平成 23 年度日本食品マーケティング

調査（フランス）」2012 年 3 月 
・財団法人自治体国際化協会「CLAIR REPORT No.375 フランスの地域農業振興政策」2012

年 9 月 
・Cniel, “Dairy Products Made in France 2013”  
・Cniel, “Annual Report 2012: Cniel in Action” 
・SOPEXA, “Connections (journals, various issues) ” 
・Le Cordon Bleu Paris, “Master Excellence (presentation paper)” 

 

 

（２）イタリア 
１）スローフード運動（Slow Food） 

1986 年にイタリアのカルロ・ペトリーニ氏によって提唱された国際的な社会運動であり、

その土地の伝統的な食文化や食材を見直す運動、またはその食品自体を指す。1980 年代半

ばにローマ市内にマクドナルドが開店したことをきっかけとして、ファーストフードに対

する概念として提唱された。 
活動主体であるスローフード協会を中心として、消えつつある郷土料理や質の良い食品

を守り、質の良い素材を提供してくれる小生産者を守り、そして消費者全体に「味の教育」

を進めること（＝スローフード運動）を推進しており、イベントの開催、書籍出版、学校

プログラムの実践などの活動をはじめ、さらには科学的な観点から食と農学とをつなげる

食科学大学を 2004 年に設立し、設立後僅か 10 年間で世界的なプレゼンスを確立するなど、

各地域で様々な活動を展開している。 
スローフードでは、「おいしい（地域の中で守られてきた味）」、「きれい（環境に良い）」、

「ただしい（生産者に対しての公正な評価）」を基本理念・哲学としている。代表的なイベ

ントは、1996 年から開始された「食の祭典（サローネ・デル・グスト）」であり、2004 年
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から開催している「母なる大地（テッラ・マードレ）」である（いずれも 2 年ごとに同時に

開催）。また、上記に加えて、希少で消えようとしている食品を一定の基準で認定する「味

の箱舟（アルカ）」や、一定の基準を満たす小規模生産者を直接支援する「プレシディオ」

などの取組を実践している。 
主な成果として、スローフード運動は現在 150 カ国以上・10 万人以上の会員を持つまで

に世界的な広がりを見せており、また代表的イベントである「食の祭典」や「母なる大地」

には、世界各国の各支部などから数十万人規模の参加者が来訪している。 
 

参考文献 

・農林水産省「平成 24 年度日本食文化の保護・継承及び活用にかかる調査事業（取組事

例）‐海外取組事例の文献調査結果報告書」 
・内閣府「諸外国における食育推進政策に関する調査報告書（平成 19 年 3 月）」 
・内閣府「諸外国における食育実践プログラムに関する調査報告書（平成 20 年 2 月）」 
・内閣府「諸外国における民間活力を生かした食育実践プログラムに関する調査報告書（平

成 20 年 12 月）」 
・「スローフードジャパン」公式ウェブサイト http://www.slowfoodjapan.net/ 
・Universita Di Scienze Gastronomiche Di Pollenzo, “Deici Anni 2004-2014” 

 

 

（３）スペイン 
１）地中海式食文化（Mediterranean Diet） 

2010 年 11 月にユネスコは地中海式食文化を世界無形文化遺産に登録した。ユネスコに

よると、「地中海式食文化は、その景観から食卓に至るまで、作物の栽培と収穫、漁猟、保

存、調理、食事に関する知識、技術、伝統の集合である」と定義されている。 
地中海式食文化の無形文化遺産登録は、イタリア、ギリシア、スペイン、モロッコの 4

カ国による共同提案であることから、特定の国や地域の料理ではなく、オリーブオイルや

ワイン、穀物などを主とした地中海地域に特徴的な食生活が対象とされている。また、そ

の食事モデルに加えて、地中海のライフスタイルが良好な健康をもたらすことが科学的（医

学的）に証明されている点が評価され、今回の認定につながったとされる。 
 地中海式食文化の特徴は、①オリーブオイルを習慣的に用いつつ、穀物、新鮮な果物、

野菜を毎日摂取するとともに、蛋白源としては適量の乳製品、豆類、魚介類、肉類を摂取

する、②食事中にワインを飲む、といった食事構成に加えて、③地域社会の信念が尊重さ

れることを挙げている。すなわち、地中海式食文化とは、オリーブオイルやパスタ等の食

材や料理にとどまらず、ゆっくりと家族や友人と歓談しながら、人と人の交流を深めつつ

食事をするという食生活・様式までが含まれている。 
 
参考文献 

・文化広報誌『SPAZIO 第 65 号』、佐々木巌「地中海式食事法と長寿のスペイン」2007 年

6 月 https://www.nttdata-getronics.co.jp/csr/spazio/spazio65/sasaki.htm 
・立石博高『世界の食文化 ⑭ スペイン』（農文協）2007 年 3 月 
・Foundacion Dieta Mediterranea, “CURMED-La cocina de la dieta mediterraea” 
・Foundacion Dieta Mediterranea, “Dieta Mediterranea IDIME Volume1” 
・Foundacion Dieta Mediterranea, “Public Health Nutrition”, March 2010 
・Mediterranean Diet, “X International Conference, Abstract Book”, April 2014 
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・FECIC, “Informe Economic 2013” 
 
 
（４）ノルウェー 
１）ノルウェーにおける先進的漁業資源管理（Nofima における取組を中心に） 

①組織概要 

Nofima（ノルウェー食品・漁業・水産養殖研究所）は、商業ベースの R&D 会社として、

政府等の公的出資により 2008 年に設立された、食品、漁業、養殖などにおけるヨーロッパ

大の研究機関である。2011 年には、より包括的な戦略を効率的に実施し、研究機関とし

ての国際競争力を強化するために、グループの水産分野 Nofima Marin AS、食品分野

Nofima Mat AS、Nofima Bergen AS などを親会社 Nofima AS の下に完全に統合した。 
 

②出資構成（全て政府及び公的機関） 

・Ministry of Fisheries and Coastal Affairs：  56.8％ 
・The Agricultural Food Research Foundation： 33.2％ 
・Akvainvest Møre og Romsdal：   10.0％ 

 

③売上額 

Nofima の 2010 年の売上高は 464 百万クローネ（約 79 億円）だったが、2014 年の予算

額は 554 百万クローネ（約 94 億円）に増大している。職員数は約 480 人。 
公的出資による研究所ではあるが、商業的な独立採算性が求められており、年間収入に

占める政府の割合は 16％にとどまり、受託研究・サービスが経営基盤となっている。ノル

ウェーの大学は 85％が公的資金によって賄われていることと比べると、Nofima が商業的

にも成功していることを物語っている。 
 

④活動事例・成果 

（情報公開） 

水産養殖では、以前は抗生物質の使用も行われていたが今は使っておらず、ワクチン予

防になった。成長ホルモンの使用も禁止されている（ヨーロッパ共通）。養殖の餌は、10
年前は 80～90％が海産物由来だったが、現在では陸性由来が 60％を占めている。ノルウ

ェーでは情報公開が徹底されており、使用した化学薬品などは全て公開しなければならな

い。消費者も Web で確認できるようになっている。 
（管理漁業） 

管理漁業の成果として、タラ、サバ、ニシンなどの漁獲高が増えている。今年はサバの

漁獲がとりわけ増えている。ヨーロッパの他の国では、捕獲魚のうち採算に合わないもの

の海洋投棄されてしまうが、ノルウェーでは捕ったものは漁獲割り当て量にカウントされ

てしまうので基本的には海洋投棄はない。 

（産業分析と水産業分野の採算性向上） 

 産業経済学的アプローチでバリューチェーン分析を実施。様々な生産方法の採算性の分

析、成功分野の戦略的な選択を行い、マーケット視点の漁獲コントロールを行う。トレー

サビリティのシステム開発、環境影響評価を行い、目標を定めた捕獲による品質コントロ

ールを行っている。 

（サケ、サバの輸出促進） 

 Norway Seafood Council がその主体になっている。NSC の母体は水産物の輸出協会だ
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ったが、国内向けの活動も拡大しているので、現在のものに名称変更された。Tromsø の

Nofima 本部でも海外向けマーケティングを行っており、日本人スタッフもいる。 

 

参考文献 

・内閣府「平成 24 年版食育白書」 
・岡本義行「ノルウェー漁業のトリプルヘリックスと Nofima（ノルウェー食品・漁業・水

産養殖研究所）～研究機関を核とした産官学連携の推進～」 
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/review/pdf/primaffreview2013-55-7.pdf 

・駐日ノルウェー王国大使館ウェブサイト「ノルウェーの味覚」 
http://www.norway.or.jp/norwayandjapan/culture/food/tasteofnorway/#.U1i061V_uHg 

・Nofima, “This is Nofima-we research food! (Presentation paper)” 
・Nofima, “Creating Value Project Year 2013, 32 Examples of Useful Research” 

 

 

（５）タイ 
１）タイ・キッチン・トウ・ザ・ワールド政策（Thai Kitchen to the World） 

①目的 

この政策は、タイの食品が、競争力のある価格でありながら安全且つ国際的な基準に合

致する高品質であることを広く認識してもらうことを目的としている。政府の戦略は、食

材の発見から加工、流通支援まで全てを包含している。 
同政策の中心は以下の（ⅰ）～（ⅳ）である。 
（ⅰ）農業及び食品産業の拡大・発展 
（ⅱ）ハイテク加工による農産物の高付加価値化 
（ⅲ）地域レベル、海外レベルでの支援協力 
（ⅳ）タイ資本の海外進出支援、特に海外のタイレストランや市場のネットワーク形成支

援 
 

②具体的取組・戦略 

Thai Kitchen to the World は、タイ政府全体の政策であり同政策の下に、個別の政策が

実施される、いわばアンブレラ政策（包括的政策）である。 
同政策は、農産物や加工食品（レトルト食品や香辛料を含む）、タイレストランの装飾品

等の輸出振興に加え、調理師等の技能者の海外進出支援等を第１の目標としている。政府

は、タイの食品産業の輸出拡大を後押しするタイレストランの海外進出の増加を計画した。

同政策のキャンペーンは、タイを単に主要農産品輸出国にするだけではなく、タイの一村

一品運動（OTOP）の製品輸出の先兵となることであった。また、同政策の重要なミッシ

ョンは、タイの食品が、安全性や衛生に関する国際基準に適合していることを確かなもの

とすることである。これらの戦略を通して、タイは、世界的な食品消費に資する実際の世

界の台所（Thailand: The Kitchen of the World）になることを目指している。したがって

タイの食品の安全性や信頼性はタイの食品産業が世界レベルに達するために非常に重要な

ことである。 
 

③タイ・デリシャス（Thai Delicious） 

タイ料理は、海外に立地する１万軒を超えるレストランの数からしても、世界で もよ

く知られた料理である。しかし、海外のレストランやホテルにおけるタイ料理の風味は一
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様ではなく、海外市場の需要に合致するとは言い難い。こうした問題を解決し、タイの食

品産業の持続的成長を促すために、タイ・デリシャス（Thai Delicious）が、食品科学技術、

感覚科学を融合した政府の政策によって確立された。これはさらに、食品のイノベーショ

ンをもたらし、新たなビジネスモデルとネットワークを生みだすものである。Thai 
Delicious プロジェクトの目標は、家計と食品科学技術、感覚科学にマッチしたタイ料理の

標準レシピの収集と開発であり、レストランのために Thai Delicious の基準にマッチする

タイ料理の風味を計測・分析する機器の開発である。また、海外におけるタイ料理の需要

にマッチする標準レシピに基づいた加工食品（レトルト食品等）の開発であるとともに、

食品に関する各種証明書の発行やタイレストランで働くことを希望するタイ国内外の調理

師を訓練することである。Thai Delicious Center は、Thai Kitchen to the World を強力

に推進するために、大学、タイ調理師協会、タイ食品安全局、科学技術省のネットワーク

により形成されている。 
 

④イー・デリシャス（e-Delicious） 

 食品の味の計測は、味、ニオイ、色、食感等の感覚的な評価を含む。味の評価は従来技

能者の合評によるものであった。評価される食品の条件や評価者の気持ちは評価に重要な

影響を与えるものであり、また評価の結果は必ずしも正確ではない。評価をより正確にす

るために、タイ料理の酸っぱさ、甘さ、塩辛さ、その他の重要な要素を計測する、人間の

舌や鼻に代わる器機として e-Delicious が開発された。これは、いわば e-nose や e-tongue
等の人工知能である。e-Delicious 技術は、Thai Delicious プロジェクトの下で開発された。

e-Delicious は Thai Delicious の各種証明サービスを支えるものである。評価を受けたレシ

ピが Thai Delicious の基準に適合すれば、そのレストランは Thai Delicious のロゴを掲げ

ることができる。 
 

⑤大学・研究機関の役割 

一村一品運動（OTOP）の製品は、元来地元の食品や農産品であったが、高品質化や安

全性の向上に向けて、改善の余地を残していた。研究機関や大学の役割は、研究開発を通

して地域の事業者が製品を海外市場に輸出するのに必要な食品基準に適合させるための支

援である。成功例として、一村一品運動のバナナ栽培農家が組織した Banana Society の製

品を取り上げる。伝統的なバナナ製品としては、天日干しの乾燥バナナや味つきバナナチ

ップス等がある。しかし、これらの製品は品質の不安定性や保存性、安全性等の問題があ

った。食品研究機関及び大学は、販路の開拓とともに、科学技術や加工工程のイノベーシ

ョンによりシンプルで適切な製品の開発や加工技術の開発を行った。今や Banana Society
の製品は海外市場を含めて売上を飛躍的に増加させている。 

 

 

２）タイ・セレクト政策（Thai Select） 

①背景と目的 

タイ国政府国際貿易振興局（Department of International Trade Promotion: DITP）は、

1999 年よりタイランド・ブランドの認定プロジェクトを推進し、タイレストラン、タイ製

品・サービス全般に対する認知度・信頼度の向上に取り組んできた。2006 年に、タイレス

トラン分野の認定が「タイ・セレクト」として分離独立するととももに、2012 年にはタイ

国内のレストランやレトルト食品等のタイ加工食品も認定対象に拡大され、その後タイ料

理レシピも認定対象に含まれた。 
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タイ・セレクトの目的は、タイレストラン及びタイの加工食品の品質の高さに対する認

知度の向上と、これらの本物の味を保ちつつ高品質化を図ることである。 
 

②タイ・セレクトの内容 

現在タイ・セレクトには、タイ・セレクト・プレミアムとタイ・セレクトの２つの認証

制度がある。 
タイ・セレクト・プレミアムは、５つ星以上のハイレベルを示す。タイ・セレクト・プ

レミアムの認証には、評価点の 85％以上を獲得しなければならない。タイ・セレクト・プ

レミアムの認証を受けタレストランは、タイ料理を、伝統的な装飾やハイクラスのおもて

なしとともに提供、料理の味も本物でありかつプレミアムでなければならない。 
タイ・セレクトは、３つ星～４つ星のランクであることを示す。タイ・セレクトの認証

には、評価点の 75～84％を獲得しなければならない。タイ・セレクトの認証を受けたレス

トランは、本物の味のタイ料理を提供する。 
実際、タイ・セレクトは、料理だけの認証にとどまらずレストランのサービスや装飾・

雰囲気等も対象としている。また、シェフは、十分なタイ料理の調理経験がなければなら

ない。タイ・セレクトの認証を受けることは難しく、高度な訓練を受け、厳しい検査を通

過したレストランのみがこの称号に輝くのである。現在、タイ・セレクトの認証を受けて

いるレストランは海外では 1,483 店、タイ国内では 67 店である。 
 

③タイ・セレクト認証レストランとは 

タイ・セレクト認証レストランは、メニューの内 60％は本物のタイ料理でなければなら

ない。また、タイ・セレクトレストランは、以下の 3 つのカテゴリーのどれかに当てはま

らなければならない。 
（ⅰ）クラシック・タイレストラン 

これのカテゴリーのレストランは、店内が伝統的なタイの装飾で飾られ、料理はタイ製

の器に盛りつけて供されねばならない。通常このカテゴリーでは、タイ人調理師を雇用し

ている。 

（ⅱ）モダン・タイレストラン 

このカテゴリーのレストランは、装飾に伝統的なタイのデザインは求められず、現代的

なデザインでよい。 

（ⅲ）ファーストフード、クイック・サービスレストラン、デリバリー・サービス 

このカテゴリーの店舗は、タイ・セレクトの認証までしか受けられない。その分、装飾

等に関する規定はない。 

 

④タイ・セレクトの基準 

 タイ・セレクトの認証を受けるには下記の基準を満たす必要がある。 

（ⅰ）タイ・セレクト申請以前に、6 ヶ月以上営業していること。 
（ⅱ）少なくともメニューの 60％が本場のタイ料理でなければならない。また、調理方法

はタイ国内で調理されているものと同じあるいは同等でなければならない。 
（ⅲ）料理長は、タイ人であることが望ましいが、外国籍の場合は、タイ料理調理経験が 2

年以上あるいは、タイ料理の訓練に関する認定機関の証明書を有していなければな

らない。 
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⑤認証過程 

（ⅰ）申請書の策定 
（ⅱ） 寄りのタイ貿易センター（Thailand Trade Office）―タイ国輸出促進局（the 

Department of Export Promotion: DEP）の支部―への提出 
（ⅲ）DEP を代表する委員からなる検討委員会での評価。この段階で、タイ貿易センター

の職員が事前通告なしに、申請レストランを訪問し、食事やサービス等の審査を行

う。 
（ⅳ）審査結果は検討委員会に付される。 
（ⅴ）検討委員会が、当該レストランはタイ・セレクトあるいはタイ・セレクト・プレミ

アムに相応しいと判断した場合、その旨を DEP 長官に報告する。 
（ⅵ）DEP 長官は、当該レストランに認証を与える。 
（ⅶ）タイ・セレクトまたは、タイ・セレクト・プレミアムのロゴと認証は 3 年間有効で

あり、失効以前の更新が必要となる。更新手続きは、初回と同様である。 

 

⑥タイ・セレクトレストランの特典 

（ⅰ）タイ国内で開催される貿易見本市等への優待 
（ⅱ）当該レストランの国内外での活動に関する広報支援や助言 
（ⅲ）TAIFEX に代表され貿易見本市等タイ・セレクト活動への DEP による参加支援。 

 

⑦タイ航空との連携 

2013 年 6 月 11 日、タイ航空と DITP は、「タイ・セレクト」を振興するための覚え書き

に調印した。「タイ・セレクト」のブランドの下にタイ航空が提供する機内食を支援・振興

する。 
 

３）タイ・デリシャス政策（Thai Delicious） 

①目標 

タイ・デリシャス政策の目標は下記の 4 点である。 

（ⅰ）本来の風味を備えたタイの標準的レシピの収集と保存 

（ⅱ）タイレストランがタイ料理の美味の標準に合致できるように、タイ料理の風味を計

測・分析するための器機の開発 

（ⅲ）海外において標準的なレシピに準拠したタイ料理を提供するためのレトルト食品（調

味ペースト）の開発 

（ⅳ）食品（料理）の認証サービスやタイレストランで就業を希望する調理師に対する国

内外での養成サービスの提供 

 

②タイ・デリシャスの歴史 

タイ料理は、世界各地に 1 万店以上もあるタイレストランの多さからも分かるように世

界で大変人気のある料理である。しかし、これらレストランのタイ料理の風味は本来の風

味とは異なるとともに、海外の市場の要求に応えられていないことから、食材の供給過剰

を来している。これらの問題を解決し且つ、タイ食品産業の持続的発展のために、家計や

食品科学技術、知覚評価を統合したタイ・デリシャスが政府の政策として確立された。 
国家イノベーション庁（National Innovation Agency: NIA）は、このプロジェクトを所

管する科学技術省傘下の機関である。 
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③タイ・デリシャス・イノベーション 

 本プロジェクトは、タイ料理の標準レシピやレトルト食品（調味ペースト）を開発する

ために、タイ料理の芸術性と家計、食品科学技術、知覚評価を統合し、国内外の市場ニー

ズに応えるものである。食品認証サービスや他のサービスは、厳密で信頼性の高い科学的

方法や器機を適用することによって提供される。 

 

④タイ・デリシャス味覚計測システム（e-Delicious） 

 一般的に、食品の味覚計測は味、匂い、色、食感等の知覚評価を含むものである。こう

した評価は通常、熟練した参加者の合評によるものである。評価される製品の条件や評価

者の心理が重要になるが、それはこうした要素が評価の結果に反映されるからであり、そ

れ故その結果は厳密性を欠くものとなりがちである。 
 国家イノベーション庁（NIA）では評価の厳密性を高めるために、人の舌や鼻がタイ料

理の味覚を感ずるように、舌や鼻に取って代わって酸味、甘み、塩辛さ、辛さや他の重要

な変数を計測する器機を開発する「イー・デリシャス」というプロジェクトに着手した。「イ

ー・デリシャス」は、タイ・デリシャスの認証サービスを支援するものである。もし、タ

イ・デリシャスの標準レシピの味覚に合致した場合、そのレストランはタイ・デリシャス

のロゴとともに認証される。 
 

⑤その他 

2013 年 4 月 17 日、国家イノベーション庁は、タイ・デリシャス・センターの設立を発

表した。同センターは、タイ料理の標準化やタイレストランの認証（2 年更新）、国内外で

のタイ料理の調理師の養成等を実施する。 
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・DITP,”Thai Kitchen to the World Policy” 
・DITP,”Thai Select” 
・NIA, “Thai Delicious” 

 

 

（６）韓国 

１）韓国の食文化の特徴 

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。 
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。 
 

２）韓国における食文化普及の取組（韓食の世界化） 

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、2008 年

より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。 
韓食の世界化政策は、李明博政権によって提唱推進され、韓国の農林水産業、レストラ

ン業、観光業等の振興を図るとともに、韓国のイメージ向上を目指した取組であり、朴現

政権にも引き継がれている。なお、政策の遂行にあたっては、所管官庁である農林畜食品

部がビジョンや予算を作成し、実施主体である韓食財団及び韓国水産物流公社（aT）が個

別事業を実施する。 
なお、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。 
 

３）韓食の世界化政策 

①韓食の世界化とは何か 

韓食の世界化とは、韓食を世界中の人々に楽しんでもらえる食文化にすることである。

それはまた、卓越した基盤の基に、韓食を発展させ、韓国の食文化を国内外ももちろん、

農業、林業、水産業、レストラン業、観光業等のビジネス機会を拡大させることである。

こうしたことにより、韓食の世界化を通して韓国のイメージをより良いものにするのであ

る。 
・韓国料理とは、韓国にのみ見いだせる、韓国の祖先から受け継がれてきた食である。 
・伝統料理とは、韓国の世代を通して継承された料理であり、韓国の農産物や水産物が独

特の調味料を作り、味や香り、色等の韓国料理の特徴となっている。 
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②韓国料理世界化の有機的なサイクル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③韓食世界化の必要性 

・世界的な食品産業は、IT、自動車、鉄鋼産業より巨大であり、約束された産業である。 
・韓食は、健康や元気に生きることを振興している。韓食は、現在の健康な食品の消費と

いう世界的な潮流に適合しており、また、世界中の人々が享受する潜在性を秘めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．地域の韓食事業の地位の特定 

２．地域韓食レストランの発展を妨げている障害

の特定 

３．フランチャイズ等のビジネスチャンスの創出 

４．地域政策に沿った消費者需要の特定 

推奨される政策

１．韓食レストランに関するコンサルの活用 

２．既存のレストランの海外の韓国社会との対立

の極小化 

３．推奨レストランとは別のバックアップ候補の選

定 

４．コンサルやコックは兼業の連携 

韓食の世界化 
ビジネスの拡大 国内外の宣伝強化 

１．食の需要と供給に関する広告モデルの開発 

２．ワンストップで韓食を体験できる完璧な韓食展

示建設の提案 

３． K ポップ等との宣伝の連携 

４．顧客参加型の国民的コンテンツからの広告ビ

ジネスの提案 

１．インターネットを通しての、顧客とのコミュニケ

-ションの継続 

２．リアルタイムでの消費者ニーズの特定とビジ

ネスへの反映 

３．教育の R&D ビジネスの結果とフィードバックチ

ャネルの獲得 

海外情報の調査 

ビジネスを通しての
フィードバック 
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④ブランド化 

・環境や人々をリスペクトするバランスの取れたブランド 
・韓食ブランドのエッセンスは、自然と人間との調和とバランスである。また、韓食を通

してのビジネスモデルの構築であり、ステップ毎のコミュニケーションの役割に関する

街どれラインの立ち上げであり、全体イメージとともに調和に関するブランドエッセン

スの一貫したフォローであり、これらがブランド方を高めていく。 
 

⑤活動 

○下記が韓食財団の事業分野である。 

（a）韓食のランドマークの構築 
・ワンストップサービスを提供する韓食センターの構築。そこでは、韓食の体験や展示、

研究開発、情報の提供やビジネスの紹介等のサービスを提供する。 

（b）関連するビジネスのための開発支援 
・慣例する産業への労働力の派遣―海外の韓食レストランの立ち上げ支援（食材、内装等

の輸出） 

・韓国の波に乗った韓国食文化の普及―体験型ツアーの振興等 

・ビジネスに関連する韓食タウン―活発な農業や漁業村の創出、これは地域の資源を活性

化するとともに、韓食タウンに関する提案を生み出す 

（c）韓食ビジネスのブランド化 
・韓食財団の CI や BI を使用することによるビジネスの高付加価値化 
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・（財）韓食財団「読んでおいしい韓食」2012 年 5 月 
・（社）韓国伝統飲食研究所「美しい韓国料理 100 選」2010 年 5 月 
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（７）EU 
１）EU における農業政策 

①ＥＵの農業政策 

EU（欧州連合）では、加盟国に対して農業補助に関する制度や計画を取り扱う政策とし

て「共通農業政策（Common Agricultural Policy：CAP）」が 1962 年より定められている

（CAP は石炭・鉄鋼部門の共通政策に続き、EU 史上 2 番目に古い共通政策）。 
現行の共通農業政策は 2 つの柱からなっており、1 つ目の柱は農家への所得補助（支持

価格と直接支払によって収入水準を維持すること）や市場施策（買入介入や輸出補助金）

である。2 つ目の柱は農村開発政策であり、CAP の重要な部分とされる。CAP 予算の 10%
は競争力強化、25%は環境保全、10%は農村経済の多様化に配分することが定められてい

る。 
現在、EU が目指す農業は持続可能で、生産性が高く、競争力のある農業であり、共通

農業政策においては以下の 4 点を優先事項としている。 
・食品の質と安全を保障すること 

・環境と動物福祉を遵守すること 

・世界貿易をゆがめることなく、農家が世界市場で競争力を保持すること 

・農村地域を保護し、活力と持続可能性を高めること 

EU は現在、気候変動に対応した環境保護やグローバリゼーションに伴う農家支援など

の近年の新たな課題を踏まえ、CAP の近代化、簡素化など見直しを進めている。 
 

②共通農業政策（ＣＡＰ）予算 

CAP 予算は、7 年間の財政枠組の中において、EU 理事会と欧州議会により毎年決定さ

れる。2011 年 6 月に発表された次期（2014～2020 年）財政枠組案「欧州 2020 のための

予算」では、知識・革新、持続可能性、経済・社会・地域的包摂を優先事項に掲げた成長

戦略「欧州 2020」の目標達成を目指している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）欧州委員会農業・農村開発総局 

 

図 5 EU 予算に対する CAP 予算の割合（2007 年価格） 

 

CAP 予算 EU 予算に対する割合 
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CAP 向け予算額自体は加盟国の増加に伴い、過去 30 年間で増額傾向にあるものの、EU
予算全体に占める割合は年々低下している（近年は総額 50 億ドル前後で推移）。1980 年代

は EU 予算の 70％前後を占めていたが、他の政策の拡大と CAP 縮減を行ったことにより

近は 40％台となり、現行の予算枠組が終了する 2020 年には 33.3％にまで低減すること

が提案されている（図 5 参照）。 
欧州委員会では、次期 CAP 改革に関する検討が進められており、下記の通り改革案の

10 のポイントを発表した。なお、「グリーニング支払い」とは、環境保全に役立つ基準を

満たした農家に限定して所得補助を行うものであり、予算確保のための手段として 近注

目されている。 
（ⅰ）よりターゲットを絞った所得補助 
（ⅱ）問題によりよく対応、適した危機管理の手段 
（ⅲ）持続的に生産性を保つための「グリーニング支払い」 
（ⅳ）研究と革新への追加的な投資 
（ⅴ）競争力と公平性の高いフードチェーンの構築 
（ⅵ）環境に配慮した農業プロジェクトへの投資支援 
（ⅶ）若い世代の農業への定着を推進 
（ⅷ）農村の雇用と起業を活発化 
（ⅸ）条件不利地域への支援 
（ⅹ）より簡素で効率のよい CAP 

 

③世界市場における EU の農産品 

2010 年、EU は農業部門において貿易赤字から黒字に転じ、2011 年も貿易黒字が続いた。

2011 年の農業部門の貿易額は、EU の全輸出（1 兆 5,250 億ユーロ）の 7％（輸出総額 1,050
億ユーロ）、全輸入（1 兆 6,850 億ユーロ）の 6％（輸入総額 1,010 億ユーロ）を占めてお

り、ともに前年比 16％増加となった。 
農業部門の輸出品目をみると、2011 年の主要な輸出品のほとんどが 終製品であり、輸

出品第 1 位はワイン（前年比 20％増加）。それ以降は調理済食品、ウィスキー、香料、小

麦と続く。輸出先トップ 3 は、①米国（EU は米国の輸出先第 5 位）、②中国・香港、③ロ

シアの順となっており、特に中国・香港への輸出は 2007 年以降ともに 30％以上拡大して

いる。 
一方で、EU と日本との貿易状況をみると、日本は EU の農産品の輸出先第 5 位（2011

年の輸出総額 48 億ユーロ、日本からの輸入総額 1 億 8,250 万ユーロ）となっている。近年

では豚肉やチーズの日本向け輸出が増えているが、過去 10 年で大きな変化はみられない

（図 6 参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 EU27 ヵ国の対日貿易（1999 年～2011 年） 

（出所）欧州委員会統計局（ユーロスタット） 
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主な日本向け輸出品をみると、冷凍豚肉を筆頭にタバコ、ワインと続く。日本からの輸

入品はコーヒー抽出物、スープ、種を含む野菜製品、穀物加工品、動物・植物油脂などが

挙げられる（図 7 参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）欧州委員会統計局（ユーロスタット） 

 

２）地理的表示（Geographical Indications） 

地理的表示（GI）とは、ある商品の品質や評価が地理的原産地に由来する場合において、

当該商品の原産地を特定するための表示であり、知的財産権の 1 つとして保護される。 
世界貿易機関（WTO）の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定第

22 章第 1 項）」では、「地理的表示」を「ある商品について、その確立した品質、社会的な

評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商

品が加盟国の領域又は領域内の地域若しくは地方を原産地とすることを特定する表示」と

定義している。 
地理的表示の具体例としては、イタリアのパルマハム（パルマ地域）やフランスのシャ

ンパン（シャンパーニュ地域）などが挙げられる。 
EU の地理的表示の保護制度は、品質等の特徴と地域環境とのつながりを重視するとと

もに、一種の品質保証の仕組みであり、EU 加盟各国における商品価格の上昇等に一定の

効果をあげている。 
一方、我が国では、地域団体商標制度等によって地域ブランド保護が図られているが、

消費者に品質を保証するという観点等で十分でない部分があるとされていた。こうした問

題・課題を踏まえ、地域の農林水産品・食品のブランド化を進めるため、「特定農林水産物

等の名称の保護に関する法律」（地理的表示法）が 2014 年 6 月 18 日に成立し、来年度に

施行する見通しとなった。 
同法に基づく地理的表示保護制度は、国が高品質な農産物・食品にお墨付きを与え、偽

物を取り締まることができる仕組みとなっているため、産地の期待は高いといわれている。

本制度が適切に機能するためには、生産者や JA 等への周知を図るとともに、地域の農産

品・食品の付加価値化と、その結果（成果）としての販売（売上）への結びつきの強化が

重要と考えられる。 
 

 

 

図 7 主な日本向け輸出農産品（2009 年～2011 年） 
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