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まえがき 

国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るため、拡大する世界の食のマ

ーケットを目指した日本産農林水産物・食品（日本産品）の輸出拡大に向けた取組が不

可欠である。日本産品の輸出に当たっては、世界で高く評価されている日本食文化と併

せて日本産品を世界に発信することで、日本産品の海外における需要を広げることが重

要である。また、継続的かつ効果的に日本食・食文化の魅力を世界へ正しく伝播させる

仕組みの構築も必要である。

食文化の普及と継承は、その基盤である農水産業や食品製造業の持続的成長と輸出競

争力の強化に繋がる。自国の食文化を守るための取組は、伝統的な食文化を支える農水

産業、食品産業の経営基盤の安定と収益性の向上、競争力の強化、ひいてはブランドの

国際的浸透と輸出増大に繋がる。

本調査では上記の認識を踏まえ、欧州及びアジア各国における食文化の大きな潮流変

化等を注視しつつ、各国の食文化の伝統と変質の状況を捉えるとともに、それに対する

食文化の継承、普及の取組と効果等について、海外現地調査、文献調査、有識者による

検討会等を通じて考察を行った。

なお、本調査は、農林水産省の平成 25 年度「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」

（海外外食事業者等を活用した魅力訴求事業（海外における食文化の戦略的調査））の一

環として、一般財団法人日本総合研究所が行った。

本報告書は日本食・食文化の海外普及戦略（案）、本編及び資料編から成り、本編は下

記のⅠ．からⅣ．で構成される。

冒頭に収録する海外普及戦略（案）は、本調査全体の主要なアウトプットとして取り

まとめたものである。関係各方面における今後の具体的な政策・施策等の検討及び推進

の面で参考となれば幸いである。

本編「Ⅰ．調査概要」では、本調査の概要を示すとともに、これまでの調査実施にい

たる背景及び経緯等を整理した。

「Ⅱ．海外における食文化戦略調査」では、フランス、イタリア、スペイン、ノルウ

ェー、タイ、韓国において現地調査を実施するとともに、現地調査を補完・補強する観

点から、国内外において食文化普及の取組に係る文献調査を実施した。

「Ⅲ．日本国内における食文化戦略調査」では、日本の各地域における食文化につい

て、地域における食文化維持・継承の取組とその現状、及び地域における食文化の海外

への普及と普及に向けた取組の状況について調査を行った。

「Ⅳ．有識者による検討会・分科会の開催」では、食文化等の専門知識を有する学識

経験者や食品産業関係者等の有識者を交えた検討会・分科会を設置し、日本食文化の維持・

継承及び海外への日本食・食文化普及等の取組の今後の方向性等について検討を行った。

本報告書の作成にあたっては、検討会・分科会の各委員から重要かつ積極的な知見や

アドバイスをいただくとともに、農林水産省、日本貿易振興機構（JETRO）、現地調査

訪問先の各方面から貴重なコメント及び情報をいただいた。多大なご支援・ご協力をい

ただいた関係各位に改めて感謝を申し上げる次第である。

平成 26 年 10 月 一般財団法人日本総合研究所

所 長     松岡 斉
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はじめに 

 

（背景・問題意識） 

 国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るため、拡大する世界

の食のマーケットを目指した日本産農林水産物・食品（日本産品）の輸出拡大

に向けた取組が不可欠である。日本産品の輸出に当たっては、世界で高く評価

されている日本食文化と併せて日本産品を世界に発信することで、日本産品の

海外における需要を広げることが重要である。 

 食文化の普及と継承は、その基盤である農水産業や食品製造業の持続的成長

と輸出競争力の強化に繋がる。自国の食文化を守るための取組は、伝統的な食

文化を支える農水産業、食品産業の経営基盤の安定と収益性の向上、競争力の

強化、ひいてはブランドの国際的浸透と輸出増大に繋がる。また、日本産品の

魅力発信と普及促進のためには、上記の供給側における取組とともに、それぞ

れの海外各国における食生活意識・行動の特徴と実態を十分踏まえ、需要側に

おける消費者ニーズにも応える戦略提案であることが必要である。 

そこで、上記の認識を踏まえ、「日本食・食文化の海外普及戦略（案）」では、

主に欧州及びアジア各国における食文化の大きな潮流変化等を注視しつつ、各

国の食文化の伝統と変質の状況を具体的に捉え、それに対する食文化の継承、

普及の取組と効果等を明らかにするとともに、各国における食文化継承・普及

の取組に適合的で、効果的な日本食・食文化の海外普及と輸出拡大に資する具

体的な方策を体系的に整理・提示したものである。 

 

（海外普及戦略案の考え方） 

本戦略案の検討にあたっては、海外及び日本国内における食文化戦略調査の

結果を踏まえ、各調査結果から戦略策定にあたり参考になると考えられる各論

点を抽出するとともに、有識者及び専門家等で構成される検討会・分科会にお

ける各委員からの指摘事項やアドバイス等を反映し、とりまとめたものである。 

本戦略案では、基礎的な骨格となる全体像を「総論（グランドデザイン）」と

して示すとともに、総論を踏まえて着手すべき具体策を「各論」として整理し、

各論には文化・産業各面の取組が考えられることから両者を区分した。上記を

踏まえ、「日本食・食文化の海外普及に関する基盤整備（アクションプラン）」

として、「中期」及び「長期」の観点から、それぞれ今後具体的に取り組むべき

施策（行動計画）を整理している。 
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１．総論（グランドデザイン） 

 

（１）日本発の世界に通用する食文化の理念（ムーブメント）の確立 

今回の海外現地調査を通じ、特にイタリアではスローフード運動が、生産者

のものづくりや消費者の食に対する考え方に大きな影響を与えるとともに、ビ

ジネス（例：EATALY 等）にも効果的に活用されていることが確認された。 

今後、日本食・食文化を海外に本格的に普及・拡大させていくためには、日

本食文化、食生活の中から世界的に通用する、共感を得る哲学的な理念を確立

することが必要であり、イタリアのスローフードに匹敵する、或いはこれを超

えるレベルの日本独自かつ普遍性のある「理念（ムーブメント）」の確立がまず

必要である。 

日本食・食文化、食生活の中から世界的に通用する、共感を得る哲学的な理

念の確立を広く専門家を集めて検討する。理念の検討にあたっては、日本特有

の文化的背景（例：食等の季節感、自然への尊敬、伝統・歴史、技術、長寿・

健康等）が自国の食文化の基礎となっていることから、こうした点にも十分に

留意しつつ、より厚み・深みのある理念を確立することが必要である（コラム 1

参照）。なお、食文化はライフスタイルの上に成り立っているものであり、生活

の中での食の位置づけ（例えば、スペインではタパス文化を取り入れ 1 日 4 食

とし、昼食を重視する一方夕食が軽めかつ遅め等）にも留意が必要である。 

対外的に打ち出す我が国の食文化の理念として、例えば「いただきます」や

「ごちそうさま」が候補の 1 つになり得るものと考えられる。「いただきます」

や「ごちそうさま」は、世界に例のない日本独自の食文化であり、生産者から

料理を作ってくれる母親まで全ての人に対して感謝するとともに、食べる人の

ことを考えて栽培、流通、調理をしてくれるという背景には、伝統的な農作物、

食品、栽培環境、土地、収穫、祭り、安全、安心、信頼、感謝など全てが含ま

れており、世界に共通する普遍的な理念になり得る。こうした日本食・食文化

の理念を広めながら、具体的には日本食文化、食材、食品の普及拡大を個別に

図っていくことが重要である。 
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－コラム１－ 

１．「和食」の考え方 

ユネスコの無形文化遺産に登録（H25.12）された「和食」では、「自然を尊ぶ」

という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」とされており、主な特

徴として以下の 4 点が挙げられている。 

①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 

 日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、

各地で地域に根差した多様な食材が用いられている。また、素材の味わいを活

かす調理技術・調理道具が発達している。 

②栄養バランスに優れた健康的な食生活 

 一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われて

いる。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を

実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っている。 

③自然の美しさや季節の移ろいの表現 

 食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴の 1 つ。季節

の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりし

て、季節感を楽しむ。 

④正月などの年中行事との密接な関わり 

 日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきた。自然の恵みである

「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきた。 

２．「日本食文化」の考え方 

農林水産省の日本食文化テキスト作成共同研究会（代表：熊倉功夫 静岡文化芸

術大学学長）の報告書「和食；日本人の伝統的な食文化（2012 年 3 月）」では、

我が国の歴史的観点から日本食文化の定義づけを行っている。日本料理の基本的

な性格や料理、献立が確立された 19 世紀前半（幕末）までに完成されていた食文

化を「狭義の日本食文化」、明治維新後、文明開化以降に新しく工夫され、日本人

の生活の中に定着した料理、素材、調理法、道具等を含めたものを「広義の日本

食文化」としている（これにはすき焼き、ライスカレー、オムライス、トンカツ

等を含む）。 

なお、用語的に大別すると、基本的に「和食」と「日本食」は一般家庭向け（広

義）のものでありほぼ同義とする一方、「日本料理」は京料理や精進料理、懐石料

理など、専門料理店や料理人向け（狭義）のものとしており、両者を区別してい

る。 
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（２）日本食・食文化プロモーション「基本指針」の必要性 

従来のプロモーションは、どちらかといえば日本食を幅広く「紹介」する傾

向が強く、より販売結果を求めるという視点が十分だったとは言い難いのでは

ないか。 

販売という点では、従来は日本人や日本食レストランを対象としたマーケッ

トが主なターゲットであったため、特に商品説明が必要ではなく、そのために

マーケティングのアプローチが事実上不在であった。 

しかしこれからは、海外各国におけるローカル・マーケットの消費者、外食

産業関係者にも幅を広げていく必要があり、確実に販売成果を上げるためには、

「市場分析」、「商品開発」、「パッケージング＝商品説明、使い方や食べ方の情

報提供」、「物流」など、よりマーケティングの概念を早急に取り入れることが

必要である。なお、海外各国においては、農産物の様々な輸入規制を行ってお

り、下記に示す基本指針の策定に当たっては、基礎的情報となる現行制度の実

態把握等があわせて必要である（例えば、EU には共通農業政策（CAP）があり、

農産物の輸出に係る補助金等の制度がある等）（コラム 2 参照）。 

 

－コラム２－ 

１．ＥＵの農業政策 

EU（欧州連合）の農業政策は、1962 年以降、EU レベルで決定した「共通農業政

策（Common Agricultural Policy：CAP）」を加盟国が実施する仕組みになっている

（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（介入買入や輸出補

助金）である。2 つ目の柱は農村振興政策であり、１つ目の柱と同様に CAP の重要

な部分を占める。 

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、現在は

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。2013 年 12 月に決定された 2014～2020 年の財政枠組では、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。 
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（出所）欧州委員会農業・農村開発総局（グラフは駐日欧州連合代表部ウェブサイトより抜粋） 

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50億ユーロ前後で推移）。

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（グラフ 1参照）。 

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。 

 

➀日本食・食文化関連プロモーションの明確化 

日本食・食文化関連で実施されるプロモーションは、それが「日本食文化」

のプロモーションなのか、「日本食」なのか、或いは「日本食品」なのかが明確

にされていなければ本来の成果を上げることは難しい。 

また、そのプロモーションが、全体のプロモーション計画の中で明確に位置

グラフ１ 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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づけられ、他のプロモーションと整合性が確保されていることが望ましい。 

そのための端緒として、日本食・食文化プロモーションの総合基本戦略（基

本指針）を策定した上で、各省庁、地方自治体、業界団体等の垣根を越えて、

基本指針が関係者に幅広く認知・共有されていることが求められる。 

なお、海外における日本食・食文化関連のプロモーションに際しては、2015

年にイタリア・ミラノで開催される食をテーマとしたミラノ万博を絶好の機会

として捉え、日本食・食文化の魅力を発信したり、海外普及戦略の具体的なモ

デルケースを試行的に実施するなど、効果的な活用が期待される。 

 

➁対象マーケットの優先順位・絞込みの明確化 

効率的・効果的なプロモーションを展開するためには、当初より日本食・食

文化の拡大プロモーションの対象マーケット（国・地域）を絞り込むとともに、

優先順位を明確にしておく必要がある。原則として、優先順位の高い重点マー

ケットから、計画的かつ戦略的にプロモーションを実施していく。プロモーシ

ョンの対象国・地域が散漫にならないことが重要である。 

なお、対象マーケット（国・地域）の選定基準の検討にあたっては、基本的

な指標（例：経済成長率、一人当たり所得、インフレ率、人口規模・構成、対

日観光客数等）の他、下記のような視点（例）が想定される。 

 

対象マーケット（国・地域）選定の視点（例） 

 a.国際観光都市（例：欧州であればパリ、ロンドン、ミラノ、アジアであれば

ソウル、バンコクなど、観光客の往来が多い都市に日本食・食文化のプロモ

ーションの場を重点的に設定し、そこで日本食・食文化を体験した観光客自

身をアンバサダーとして、自国に持ち帰って広めてもらうような仕組みを構

築） 

 b.食文化の成熟度（例：成熟した自国食・食文化を有し、海外への積極的な普

及・浸透促進に取り組んでいる食文化先進国／都市であるフランス／パリ、

イタリア／ミラノ等） 

c.日本食の普及状況・度合（例：日本食レストランが多く、日本からの海外出

店も多いタイ／バンコク、日本食レストランが多いものの、日本人以外の経

営者が多いフランス／パリ、イタリア／ミラノ、スペイン／バルセロナ等） 

 d.国際物流（例：欧州の物流拠点となっているオランダ等） など 

 

➂優先対象分野・商品等の絞込みと順位付け 

輸出促進分野・商品等は、まず対象となる国、地方自治体、業界団体ごとに

絞り込み、かつ優先順位をつけておく必要がある。そうすることで、より効果
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的なプロモーションが実施可能となる。その場合、海外需要と国内生産力（供

給力）のバランスを考慮して絞り込むことが必要であり、対象分野・商品等を

分散させないことが重要である（候補例としては、「日本酒」、「茶」、「米」、「調

味料」等が想定される）。 

対象（ターゲット）分野・商品の絞り込みに際しての基本的な考え方・流れ

（イメージ）を整理すると、下図のようになるものと考えられる。一般的には、

対象マーケットへのアプローチ当初から、家庭等のマス層への浸透を図ること

は現実的には考えにくいため、通常はまずイメージ戦略に焦点を当て、高級レ

ストラン等の外食を中心としたハイエンド層からトップ・ダウン型のアプロー

チを図る必要がある。ハイエンド層に一定の浸透を図った後、ミドル層のより

一般的なレストランやスーパーや中食等への展開を図るとともに、その後さら

に幅広く、ファーストフードやドラッグストア等のマス層への普及を進める必

要がある。なお、ここで示している考え方・流れはあくまでも普及戦略策定上

の概念整理であり、具体的には対象国・地域ごとにターゲット層へのアプロー

チや展開、重点品目等が異なる点に留意が必要である（例えば、上述の経済・

社会指標や食文化の成熟度、日本食の普及状況・度合等に応じて、アプローチ

すべきターゲット層が異なることが想定されるなど）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象（ターゲット）絞り込みの基本的な考え方・流れ（イメージ） 

 

➃複数年のプロモーション企画の策定 

我が国における従来のプロモーションは、例外を除き原則として予算年度に

合わせて実施されていた。重点プロモーション対象国や分野、商品を絞ったプ

ロモーション事業は、その成果を確実に出すために、複数年にわたる計画策定・

推進が必要であり、速やかに複数年度のプロモーション事業を可能とする仕組

みが必要である。 

 

➄海外の研究機関、食品のプロモーション企業、団体の活用 

今回の海外現地調査を通じて、本来は当該国の食文化、食品を対象に普及促

ﾊｲｴﾝﾄﾞ層

ミドル層 

マス層 

家庭食 

外食 

中食 

・ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ等 
・調味料、ｲﾝｽﾀﾝﾄ等 

・高級ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ等 
・高級食材、日本料理等 

・ﾚｽﾄﾗﾝ、ｽｰﾊﾟｰ等 
・一般食材、加工食等 
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進を図ることを目的として活動してきた当該国の研究機関、マーケティング企

業、団体が、海外の第三者と契約を締結し、海外当該国の調査研究やプロモー

ション・プロジェクトを共同で実施していることが確認された（下記例示参照）。

これらの専門機関や団体は、地域、当該国におけるプロモーション活動の経験

と専門知識を有しているため、高い成果を期待することが可能である。 

・例えばフランスでは、Sopexa などをはじめとする食分野の専門機関が欧州各

国の市場データを蓄積しており、これら組織の活用を通じて目的に応じたマ

ーケティングプランの企画推進が可能である。特に流通現場の商談も可能で

ある。 

・また、スペインでは、Alicia 財団や地中海食文化財団などの食分野の研究機関

が欧州向け商品の開発において、第三国との連携実績があり、アラン・フェ

ドリア等の世界的な著名シェフとのネットワークも有することから、例えば

日本食材を活用したメニュー開発や地中海食文化との連携推進などが考えら

れる。 

・さらに、イタリアでは、食科学大学などにおいて、伝統食文化、食習慣、食

の記録・継承プロジェクトへの連携が想定され、日本食文化、食生活の中か

ら世界的に通用する、共感を得る哲学的な理念の確立を図ることが考えられ

る。 

・なお、世界各国で開催されている世界中から優れた料理人や食材などが集ま

る食の世界大会（例：ボキューズ・ドール、国際ワインコンテスト（IWC）

等）において、日本食材や日本酒・国産ワインなどの紹介を通じて、認知度

を向上させるとともに、品質が認められることで、輸出素材の啓蒙を戦略的

に実施する取組も一案と考えられる。 

          

⑥単発プロモーションから戦略的プロモーションへの転換 

絞り込んだマーケットにおいて食品やサービスの普及・拡大を達成するには、

複合的、長期的、継続的な戦略的プロモーションが望ましく、今後は単発のプ

ロモーションから戦略的プロモーションへの転換が求められる。 

なお、食文化の普及・浸透には長期的な視点が必要なことから、戦略的プロ

モーションへの転換にあたっては、例えばフランスにおける長期的なブランド

化の取組や味覚教育等をはじめとする各種政策（先進事例）のレビューが参考

になるものと考えられる。 

また、長期的、継続的にプロモーションを実施していくためには、プロモー

ション活動の一元的な受け皿としての専門推進機関の設置（例：韓食の世界化

推進機関である「韓食財団」等）についても検討が必要である。 

 



- 9 - 

⑦既存の見本市中心のプロモーションからの脱皮 

これまでの主に欧州における日本のプロモーション活動を見ると、海外の主

要見本市への出展が長期にわたり継続されているが、これまでの活動から得ら

れた成果（費用対効果）の把握を含めた見直しが速やかに必要と考えられる。

場合によっては日本食品、日本食、サービスに特化した見本市があっても良い

のではないか。 

また、例えば世界的なレストランのランキングを活用した日本食のプロモー

ション（例：世界各国における日本食材、料理人、食文化等の紹介等）を行い、

こうした取組を通じてより数多くの日本食レストランをランクインさせること

により、各方面への日本食の露出機会を増加させるとともに、日本食のステー

タス向上につなげることも一案と考えられる。 

なお、スペイン（バルセロナ）の Prodeca（参加企業の輸出促進、カタルー

ニャ食文化の普及促進を目的としたカタルーニャ州政府の公的機関）が実施し

ている“CATALONIA” Virtual Trade Fair（７カ国語に対応し、相手国の輸出

入業者を対象とした各企業に対する情報提供等を実施）は非常に効率の良いネ

ット社会に適合した手法であり、我が国における食品企業等との連携による海

外展開の一環として、国際的な情報発信のためのウェブ等の活用方策の観点か

ら、検討に値するものと考えられる。 



- 10 - 

２．各論 

（文化面） 

（１）日本食・食文化の教育・検定認定制度の確立 

現在、日本食文化や日本食品の海外での普及を妨げている原因の一つが、消

費者に正しく日本食や日本食品についての情報提供（説明）がなされていない

ことである。 

例えば、日本食レストランでサービス係が顧客の質問に的確に回答ができな

い。また、スーパーや日本食品販売店で、顧客の質問に的確に回答ができる店

員がいない等の問題がある。正しい日本食、日本食品の商品説明や調理の仕方

について説明ができる体制、システムの構築、人材育成は日本食の普及・拡大

に不可欠な重要課題である。 

 

 

（２）「複合文化パック」による訪日観光プロジェクトの実施 

「食の伝播」は基本的に「人」の往来で実現されることから、日本食や食文

化を正しく理解してもらうためには、実際に日本に来てもらい体験し、実感し

てもらうことが重要である。 

そのためには、単に観光をしてもらうのではなく「日本食」を食べる、「日本

の歴史や文化」に触れてもらう、そして日本の自然の中で「スポーツ」などを

体験してもらう「複合文化パック旅行」を日本政府観光局、地方自治体、業界

団体と旅行業者が一緒に企画・準備することが望ましい。下記コラムにも取り

上げられているが、「複合文化パック」は観光立国（インバウンドの強化）にも

つながる取組であり、関係者による構想力と積極的な連携を通じた観光＋食の

フード・ツーリズムなど多様なインバウンド施策が求められる。 

 

（諸外国におけるインバウンド強化の取組事例） 

例えば、諸外国（主に欧州やアジア）では以下のような具体的な取組事例が

見られる。 

フランスでは、観光とワイナリー巡りをセットで展開することで、ブルゴー

ニュやボルドー等の名産地に数多くの観光客を惹きつけ地方振興を推進してい

る。デンマークでは、従来的な観光資源に依存するのではなく、先進的な農業

を進める国として広く認知され、研究や視察を目的としたツーリストを多く惹

きつけるなど「農業」、「再生可能エネルギー」、「観光」を融合させたツーリズ

ムを実現している。ドイツ南部のバーデン・バーデン（人口 5.5 万人）は世界的

な高級リゾート地として知られているが、インダストリアル・ツーリズムも盛



- 11 - 

んである。例えば「世界的なヘルス＆ウエルネスリゾート」、「ドイツ 大の市

街森林保護」、「バーデンワインのシャトー巡り」、「メレセデスベンツの工場見

学」などの多種多様な取組でゲストを惹きつけている。 

シンガポールでは、「医療ツーリズム」を推進しているが、単に医療サービス

を提供するのみならず、 先端の医療を受診できるアジア 大の医療グループ

の中核病院と、高級レストランを含むショッピングモールを併設するなど、ア

ジアにおけるハイエンド層の医療ニーズと様々な観光ニーズを同時に満たして

いる。また、ハイエンドのビジネス客を取り込む方策として、統合型リゾート

施設（マリーナ・ベイ・サンズ及びリゾートワールド・セントーサ）では、世

界 大級の MICE 施設に加えて、世界的に著名なシェフが腕をふるう高級レス

トランや各種文化施設・エンターテインメント施設を併設するなど、「アフター

MICE」の充実も含めた多様なコンテンツの相乗効果を狙う付加価値の高いツー

リズムを実現している。 

我が国でも、今後、従来の観光施策を超えた「複合文化パック」によるツー

リズムを展開する必要がある。 

 

－コラム３－ 

韓食の世界化政策の力点の変化―インバウンドの重要性を再認識 

 韓国政府（農林畜産食品部）は、韓食の世界化は国家イメージの向上、国家ブランド

の向上に資するとの戦略から、李明博政権（2008 年から数年計画）時代に主に海外広報

に重点を置いた政策を推進してきたが、2014 年からは国内広報に注力した政策を推進し

ている。その背景には、韓流ドラマに代表される韓流ブームとあいまって海外から年間

1,300 万人を超える外国人が韓国を訪れるため、来訪外国人が食する国内の韓食につい

て、特に伝統の味を重視し、本物の韓食を提供・味わってもらうことが、海外での韓食

ブームを普及する上で重要との観点に変わってきている。 

政府としては、こうしたインバウンドを重視した政策を通じ海外からのリピーターが

増加し、帰国後も韓食レストランや食材へのこだわりに結びつくとの見通しであり、さ

らには観光振興にもつながるとの戦略である。 

なお、国内広報は政府が策定し主に韓食財団や韓国水産物公社が個別に施策を実施す

る体制を採っている。 

我が国も観光立国の推進に向け、2020 年に 2,000 万人、2030 年に 3,000 万人の訪日

外国人を目標とした計画を推進中であり、日本食・食文化の海外普及戦略の観点からも

「韓食の世界化」の取組も参考にしつつ、海外広報と併せて国内広報（インバウンド政

策）にもより力点を置いた施策展開が重要である。 
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（３）日本食文化への目に見える尊敬と誇りを示す必要性 

2013 年 12 月に和食文化がユネスコの無形文化遺産に登録された。今回の現

地調査でも分かったことであるが、日本食文化には古い歴史、調理技術と知識、

食材に対する理解、茶道、華道、建築、食器、おもてなし等、優れた文化が有

機的に複合されている。海外の食文化に比してより複雑なものである。一方、

本調査に先行して実施された農林水産省委託による海外各国における食卓実態

調査（平成 26 年 3 月、以下「食卓実態調査」という。）でも、日本食のイメー

ジとして、健康、安全などと並んで、盛りつけ、器の美しさ、調理技術など、

文化的側面が大きく評価されている。 

しかし、日本食文化を支える「人」に対する評価が十分になされているとは

言い難い。例えばフランスでは、 優秀技術者賞（MOF）制度を約 1 世紀にわ

たり継続しており、料理人をはじめとする優れた技術者・職人に対して勲章を

授与し、受章者は世界的なプレステージを得るとともに、仏文化の継承・普及

促進を図っている（コラム 4 参照）。 

 

－コラム４－ 

１．フランス最優秀技術者賞とは 

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。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2001年時点で約7,000人弱とされる。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（右写真参照）。 

 
（出所）辻調グループウェブサイト 
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２．フランス最優秀技術者賞の対象分野・受章者 

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。 

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。 

 

 

（４）ジャパン・エキスポなど日本のサブカルチャーイベントの活用 

今回の仏現地調査中に、パリで毎年開催されている「ジャパン・エキスポ」

を視察する機会が得られたが、日本のアニメや漫画などのポップカルチャーを

通して日本に関心を持つ欧州の若い世代、ティーンエイジャーに限らず、ロー

ティーンや大人なども含め、5 日間の開催期間中に 25 万人が来場した。 

そこでは、単純に営利だけを求めた品質が低くて価格の高い日本食が販売さ

れており、25 万人もの来場者に間違った日本食のイメージが刷り込まれている。 

こうした状況を改善するためにも、サブカルチャーイベントを日本に関心を

持っているいわゆる「日本ファン」に積極的に日本食・食文化を紹介する絶好

の機会と捉え、積極的にプロモーションすることが必要である。 

 

 

（５）海外留学生向けの奨学金制度 

日本食・食文化の教育制度の一環として、将来的には食分野における日本へ

の海外留学生を対象としたインバウンド推進策も効果的と考えらえる。例えば、

海外留学生を対象とした奨学金制度を確立し、留学生が日本国内で日本食・食

文化を学びやすい環境づくりを進めることで、日本国内で技術を学びながら、

日本食・食文化への理解を深め、習得した技術や経験を自国に持ち帰って広め

てもらう。このような海外留学生の呼び込みと、そこから広がる海外への日本

食・食文化の伝播といった循環をつくりだす施策についても、今後検討する必

要があると考えられる。 
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（産業面） 

（６）日本食・食材の物流体制の確立 

これまでの日本食普及プロモーションでは、プロモーション後の商品の提供

の保証、物流の保証が担保されていない例も多い。 

実際に今回の現地調査においても指摘された点が、例えば日本料理のレシピ

があっても、海外現地で食材や商品が容易に手に入らなければ、結局日本料理

を作ることも、食べることもできないことである。 

今後のプロモーションにおいては、日本食材や商品を確実に提供できる物流

体制を確立させることが不可欠である。特に、品質を保ったまま運搬すること

が必要な食材のためのコールドチェーンの確立や、小規模物量のニーズにマッ

チしたフレキシビリティを向上させた小口物流（混載）の充実、中小規模生産

者の輸出ハードルを下げるための物流のワンストップサービス化が必要である

（例：日本酒等）。なお、「食卓実態調査」でも日本食や日本食材への関心は非

常に大きいが、過半の人が“食材や調味料が入手しにくい”と回答しており、

同様に物流問題への対応が求められている。 

今回の調査対象国であるフランス及びイタリアの各料理を対象として、日本

国内のレストランにおける食材・食品の調達状況についてヒアリング調査を行

った結果、質や味の問題からこだわりのある食材・食品（例：ジビエ、フォア

グラ、キノコ、チーズ、ワイン等）の多くが海外現地から調達されていること

が明らかとなった。この結果から、日本食レストランの海外展開のさらなる進

展に伴い、相当程度の日本食材・食品の潜在的需要があるものと見込まれる（コ

ラム 5、6 参照。調達状況一覧については巻末の参考Ⅰ、Ⅱ参照）。 

 

－コラム５－ 

国内レストランにおける食材・食品の調達状況（フランス料理） 

【場 所】ル・グランブル キュイジーヌフランセーズ（東京） 

１．肉類の調達 

○牛肉については、質と価格とのバランスや顧客の和牛人気などから和牛が多い。豚肉

については、国産をメインとしている。 

○鴨肉については、国産も一部あるが各部位（胸、腿等）を含めて仏産の方が優れてお

り、仏産をメインに使用している。フォアグラについても仏産メインである。 

○羊（仔羊）については仏産が望ましいが、輸入停止中のため調達することができない。

現在は豪州産を使用している。 

○ジビエ（キジ、鴨、鳩、兎等）については、仏産メインである。 

２．魚介類の調達 
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○店の立地場所（銀座）もあり、魚介類は全て築地で自らが直接確認し仕入れている。 

○外国産魚介類について、国内で入手困難なもの（例：ドーバー海峡の舌平目、エイ、

ブルターニュのオマールエビ等）については、顧客からの要望に応じて空輸すること

があるが価格は高い。 

３．野菜類の調達 

○ほぼ全て国産を使用している。なお、例外として、白アスパラガスは仏産、芽キャベ

ツはオランダ産を使用している。 

○キノコ類は天然物であり国内で入手困難なため、仏産メインである。 

４．米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○米（リゾット用）は米国産（カリフォルニア米）を使用している。 

○当店では天然酵母の自家製パンをつくっている。小麦粉は国産の方が価格は高いが、

風味（旨み）が豊かなため、外国産と国産（北海道）をミックスして使っている。 

５．チーズ、ワイン等の調達 

○チーズは仏産と伊産がメインである。パスタは伊産の乾麺を使っている。 

○ワインは仏産がメインで、テーブルワイン等で伊産も一部取り扱う。 

６．調味料の調達 

○塩は国産の焼塩を使っている（パスタを茹でる際は伊産の海塩を使用）。 

○バターは国産を使っている。 

○酢（ワイン・ビネガー等）は仏産や西産、マスタードは仏産を使っている。 

○ハーブはフレッシュなものが望ましいので国産（生または乾燥）を使っている。 

７．食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○肉類の仕入れについて、ヒアリング対象店のようなオーナーシェフが経営している小

規模店では、食べ頃を自ら調整できることもあり、チルド肉を仕入れることがメイン

である。なお、大量生産や遺伝子組換飼料、抗生物質等への懸念から、ポリシーとし

て米国産肉類を取り扱わないこととしている。 

○原産地証明や地理的表示について、手間はかかるが差別化の観点から意味のある取組

であり、出所の明確化を今後とも積極的に推進すべき。 
 

－コラム６－ 

国内レストランにおける食材・食品の調達状況（イタリア料理） 

【場 所】トラットリア元町（横浜） 

１．肉類の調達 

○基本的には国産をメインに使用しているが、国内で入手困難なもの（ジビエ等）につ

いては顧客からのリクエストや店内イベント、輸入業者からの紹介等に応じて海外産

を輸入・使用している。 

○生ハムについては、価格面や店内での準備等の手間を考慮し、カナダ産のスライスを

使用している。 
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２．魚介類の調達 

○例えばオマールエビについてはカナダ産が一般的だが、ブルターニュ産は高価ではあ

るものの味わいや美味しさが大きく異なるため、顧客からのリクエストや店内イベン

ト等に応じて輸入・使用している。 

３．野菜類の調達 

○キノコについては伊産を使うことが多い。日本にも関西・中国地方で採れる質の高い

ものは多いが、関西の料亭等で止まってしまい関東には入って来ない。 

４．米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○リゾット用の米は仕入や質等に応じて国産と外国産を使うものの、基本的には国産を

使うことが多い。 

○ピザ用の小麦粉については、ナポリ産の薄力粉を使っている。当店ではパスタをメイ

ンとしていることもあり、ピザは南部風の軽く食べられるものを出している。 

○パスタ用の小麦粉については、デュラム小麦のセモリナ粉のみを使用している。当店

では特殊な専用機械で 700～800 キロの圧力をかけてパスタをつくっている。なお、

生パスタではあるが卵は使っていない。 

○また、当店のパスタには、麺同士がくっつかないようにするためにマンナンを入れて

いる。乾燥しにくくなり、しなやかな状態が長持ちする上に、圧力をかけてつくって

いることで麺に独特の歯応えが出てくる。 

○パン用の小麦粉については、米国産をメインとし小売店で調達している。 

５．チーズ、ワイン等の調達 

○ワインについては、コストパフォーマンスに優れる海外産（伊、仏、西、独）をメイ

ンに取り扱っている。 

○チーズについては、伊産をメインに使っている。 

６．調味料の調達 

○オリーブオイルは基本的には海外産（伊、西等）をメインに使用している。 

○バターについては、国産の発酵バターを使うことが多い。 

○酢は国産をピクルス用等で使用している。バルサミコは伊産がメインである。 

○菜種油は国産を仕入れており、仕上げや揚げ物などで使用している。 

○塩はミネラル分を豊富に含んでいる国産または海外産（中東等）を使用している。 

７．食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○イタリア修行時の経験から、イタリアでは各土地で取れる食材を使うことを原則とし

ており、地元のものを大切に取り扱う。こうした考え方を踏まえ、当店ではできる限

り日本の食材を活用したイタリア料理をつくることをポリシーとしている。 

○日本は食材に恵まれており、優れたものが数多くあるが、 近では食材自体にパワー

の無いものが多い。食材に力があれば味わいが出てくるため、塩分など調味料を減ら

すことができ、近年のヘルシー志向にもマッチする。 
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（７）原産地証明制度の導入 

日本食品が現地のスーパー等の棚に並ぶようになったが、今回の現地調査に

おいて、特に中華系、韓国系のアジア食品店ではポピュラーな商品になった「醤

油」、数種類の「たれ」、「酢」など、日本メーカーが製造した食品の横にコピー

商品が陳列されている状況が確認された。価格は半額程度であり、容器の表示

も日本語で書かれていたりすることが多い。 

これらは明らかに、日本産品の需要の取り込みである。商品の品質スタンダ

ードが知られていない段階でこのような状況になると、日本食品が正しく理解

されないことになる。 

そこで、日本特産、伝統製法、指定された原材料や製造方法によって生産さ

れた商品とそうでないものとの差別化を明確にすべきである。欧州、特にフラ

ンスやイタリア、スペインなどで採用されている地中海食品認定ロゴのような

「認定商品」に相当する制度、表示を検討する必要がある（コラム 7、8 参照）。 

 

－コラム７－ 

地中海食文化財団における地中海型食品・レストランの認証制度について 

 バルセロナにある地中海食文化財団では、地中海食文化コンセプトの開発・普及を行っ

ており、このコンセプトをスペインの食品や企業等に活用することで、消費者のより健康

的な食生活の実現とともに、スペイン製品・企業へのさらなる貢献を推進している。 

地中海食文化財団の認定ロゴを使用するためには、希望する企業等（候補者）は当財団

の会員となり、中央・地方政府、地方自治体、大手食品メーカー等からなるパトロナート

（パートナー）の承認を受ける必要がある。認証されるためには、食品の種類や成分等が

地中海型食品として適したものである必要があるが、疑問等のある場合は当財団に設置さ

れる調査委員会で成分や生産プロセス等について検討が行われる。 

なお、レストラン認証のための「チェックリスト」は下記の 5 つの原則（項目）に基づ

き評価が行われる（100 点満点として、71 点以上で 2 年間有効、50～70 点で 1 年間有効、

49 点以下は認定対象外）。 

①地中海食ピラミッドとの適合（オリーブオイル、肉類、魚介類、野菜、フルーツ、ワイ

ンなど 12 項目（47 点）） 

②食成分情報の透明性（原産地証明、成分情報、調理方法など 5 項目（12 点）） 

③旬の食品の活用（食材の鮮度、km ゼロ（地産地消）（10 点）） 

④伝統食品の活用（地中海産食材の使用、伝統性の重視など 4 項目（14 点）） 

⑤地中海食文化に基づいた（ライフ）スタイルをどの程度促進しているか（レストランの

デザイン、テーブル配置、地中海食文化の推進活動（17 点）） 
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評価プロセスは以下のように進められる。 

(ⅰ) 申請者からの申請書類の受理・分析 

(ⅱ) 項目別スコアの評点・チェックリストの作成 

(ⅲ) ランダム検査の実施 

(ⅳ) 終スコアの確定、推奨事項リスト作成、評価報告書準備 

(ⅴ) 調査委員会による 終評価の確定 

レストランにとっての利点はレストラン自体の価値の向上、プロモーション活動の促進、

ウェブサイト上での相互リンクの掲載などがあり、消費者にとっては選択肢の拡大、地中

海食文化（レシピ、食材等）に沿ったレストランの情報獲得、地中海食文化に対する意識

の向上・情報共有などがある。 

なお、2014 年 10 月よりレストランを対象とした認証を開始予定（2015 年 3 月頃には

地中海食文化に関する書籍を出版し、認証を受けた 40 のレストランを紹介予定）である。 

 

（例）地中海食品認定ロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－コラム８－ 

本物のディスプレイ―パイロットストアの展開 

 日本食品が各国の現地スーパー等の棚に並ぶようになったが、日本特産、伝統製法、指

定された原材料、製造方法によって生産・加工された商品とそうでないものとの差別化を

明確にするため、特に、欧州のビジネスマンや外交官、さらに世界各国の旅行客などが往

来する空港内に本物の日本食・食品（食材）をディスプレイするパイロットストアの開店

を検討することを推奨する。 

例えば、欧州本部のあるベルギー（ブリュッセル）で勤務する国際公務員（約 3 万人）

は週末に主に欧州各国に帰国するが、そうした層をターゲットにするとともに、欧州のハ

ブ空港の 1 つであるオランダのスキポール空港は世界中の旅行客（年間 4,500 万人）が利

用しており、こうした往来の場をターゲットとした海外普及戦略も重要と考えられる。 



- 19 - 

３．日本食・食文化の海外普及に関する基盤整備（アクションプラン） 

 

（中期計画） 

（１）日本食・食文化親善大使（仮称）の制度の創設 

各都市でのプロモーションやイベントなどでプロ意識をもって親身に相談に

応じ、日本食・食文化の普及に関する的確なアドバイスを行う「日本食文化親

善大使」の制度を創設する。 

 

（２）日本食文化サポーター制度の創設 

JETRO 等の協力を受けて、日本食材を積極的に取り扱おうする日本食レスト

ランを日本食文化サポーターとして民間団体が推奨する体制を創設する。サポ

ーター店舗に対しては、日本食材の情報提供や従業員向けの研修活動等を積極

的に推進する。 

 

（３）教育・資格認定制度の創設 

日本食についての知識・技能の普及を図るため、国が定めるガイドラインに

従って、民間団体等が海外の日本食レストランのシェフ等に研修を行い、衛生

面や技能面等で一定のレベルにある者に資格を付与する制度を創設する。 

  

（４）「複合文化パック」による訪日観光プロジェクトの実施 

経済産業省、観光庁、JNTO、地方自治体などが実施するインバウンドに向け

た日本文化紹介事業と連携し、他の日本文化とパックで日本食・食文化の魅力

を発信する。 
 

（長期計画） 

（５）カルチャーイベントの活用 

➀ カルチャーイベントの実態把握 

毎年世界では、大小合わせて約 200 のイベントが開催されているとのこと

であるが、各イベントの実態はどこにも集約されていない状況である。在外公

館をはじめ関係省庁・機関と連携して実態把握を行う。 

 

➁ 実態に基づいたプロモーション計画の立案 

各イベントの内容、テーマ、規模、日本食の出店状況等のデータを整理し、

関係者で情報共有する。また、こうした実態データに基づき、企業、団体、地

方自治体、政府間で連携・協力を図りつつ、プロモーション計画を立案し展開

する。 
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（６）日本食料理人への勲章授与の増大 

日本でも優れた「日本食料理人」を公に評価し、文化勲章などを授与される

「日本食料理人」を増やして、日本食・食文化の継承・普及を促進する。 

 

（７）海外の日本食材物流体制の構築 

日本食・食文化の普及促進イベントや日本食材のプロモーションにおいては、

可能な範囲で日系、外国企業を問わず現地の食材流通業者との連携を推進する。 

 

（８）原産地証明制度の創設 

本制度については、欧州各国における取組状況を踏まえると、政府が前面に

出るのではなく、業界団体、或いは食の研究所、地方自治体レベルで課題の検

討を促進する。 
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【参考Ⅰ】聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（フランス料理編） 

 

 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎（和牛） △（豪） ﾗﾝﾁ用に豪州産を一部使用 

豚 ◎ △（西等）  

鶏 △ ◎（仏） 特に鴨（ﾌｫｱｸﾞﾗ、各部位）は仏産が

良質。ﾗﾝﾁ用等に国産を一部使用 

羊（仔羊） ― ◎（豪） 仏産は輸入停止中 

ジビエ △ ◎（仏） 国産はｴｿﾞｼｶ、仏産はﾁﾙﾄﾞ空輸が

主 

生ハム ― ◎（伊、西） 店での取扱は少ない 

魚
介
類 

紅鮭 ― ◎（加） 築地で自ら仕入れ 

舌平目 ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾄﾞｰﾊﾞｰ海峡産） 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外 ◎ ― 築地で自ら仕入（ﾀｲ等） 

野
菜
類 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ､ﾚﾝｽﾞ豆 ― ◎（仏） 国産より良質 

芽キャベツ ― ◎（蘭）  

キノコ類 ― ◎（仏等） 国内では入手困難 

上記以外 ◎ ―  

米
・穀
物
類 

米 ― ◎（米） ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾌｫﾙﾆｱ米を使用 

小麦粉（パン用） ○（北海道） ○（米、加等） 天然酵母パン用に外国産と北海道

産をﾐｯｸｽして使用 

チーズ ― ◎（仏、伊）  

パスタ ― ◎（伊） 乾麺を使用 

ワイン ― ◎（仏、伊） 仏産が主、伊産はﾃｰﾌﾞﾙﾜｲﾝ等で

一部使用 

調味料 ○（塩、ﾊﾞﾀｰ、

ﾊｰﾌﾞ等） 

○（ﾊﾟｽﾀ用塩、

酢、ﾏｽﾀｰﾄﾞ等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・安全性への配慮（残留農薬、遺伝子組換、原産地、流通経路等） 

・食品・食材の質へのこだわり（チルド食材の仕入等） 

・価格と質とのバランスの重視（国産・外国産の使い分け） など 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 
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【参考Ⅱ】聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（イタリア料理編） 

 

 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎ ― 国産を中心に使用 

豚 ◎ ― 国産を中心に使用 

鶏 ◎ △（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ

ﾄﾞ） 

鴨は欧州産が主。他は国産を使用 

ジビエ △ ◎（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ

ﾄﾞ） 

欧州産の方が国産より時期が若干早

い 

生ハム ― ◎（加） 価格面や店内での準備等の手間を考

慮 

魚
介
類 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外の魚介類 ◎ ― 国産を中心に使用 

野
菜
類 

キノコ類 ― ◎（伊） 国内入手困難 

上記以外の野菜類 ◎ ― 国産を中心に使用 

米
・穀
物
類 

米 ◎ △（伊） ｺｼﾋｶﾘが主。ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾅﾛｰﾘを使

用 

小麦粉（ピザ用） ― ◎（伊） ﾅﾎﾟﾘ産薄力粉を使用 

小麦粉（パン用） ― ◎（米等） 小売店調達またはﾐｯｸｽして使用 

小麦粉（パスタ用） ― ◎（加） ﾃﾞｭﾗﾑ小麦ｾﾓﾘﾅ粉 100%＋ﾏﾝﾅﾝ使用

チーズ ― ◎（伊） ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ、ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ、ﾓｯﾂﾚﾗ等 

ワイン ― ◎（伊、仏、西、

独） 

ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに優れる外国産を調達

調味料 ○（ﾊﾞﾀｰ、酢、

菜種油、塩等）

○（ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、

ﾊﾞﾙｻﾐｺ、塩等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・食材（特にパスタ）へのこだわり 

・日本食材を活用したイタリア料理をつくること（地産地消の重視） など 
  

 

 

 

 

 

 

※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 
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Ⅰ．調査概要 

 

１．調査ステップ 

 

本調査は、ステップⅠ～Ⅲ（フロー）に基づき実施した（下図 1 参照）。各ステップごとの

調査内容、検討経緯等の詳細は以下の通り。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 調査ステップ（フロー） 

１）欧州分科会の開催（計２回実施）
Ａ．フランス
Ｂ．イタリア
Ｃ．スペイン
Ｄ．ノルウェー

２）アジア分科会の開催（計２回実施）
Ｅ．タイ
Ｆ．韓国
Ｇ．日本

課
題
等
の
分
析
・抽
出

Ⅱ

成
果
（ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）

の
と
り
ま
と
め

Ⅲ

③検討会・分科会の開催

報告書とりまとめ

現状・実態把握を踏まえ、
有識者からなる検討会・分
科会において、国内外の
食文化継承・普及等の取
組から示唆される、日本産
品の輸出拡大に資する参
考点等を分析・抽出。

３）検討会の開催（計２回実施）
○第1回検討会（8/20開催） ○第2回検討会（10/8開催）

第1回欧州分科会（8/8開催）
第2回欧州分科会（9/19開催）

第1回アジア分科会（9/24開催）

第2回アジア分科会（10/1開催）

④日本食・食文化の海外普及戦略の策定

１）海外・国内における食文化戦略調査

国内外における食文化戦略調査結果を踏まえ、日本産品の輸出拡大に
資する参考点等を整理・抽出。
２）検討会・分科会

検討会・分科会各委員からのアドバイス・指摘事項を踏まえ、海外普及戦
略をブラッシュアップ

ステップⅠ及びⅡを踏まえ、
日本産品の輸出拡大に向
けた海外普及戦略を策定
するとともに、一連の成果
をとりまとめ報告書を作成。

①海外における食文化戦略調査

１）現地調査（計４回実施）

２）文献調査（ Ａフランス～Ｆ韓国）

②日本国内における食文化戦略調査

１）地域における食文化維持・継承の取組とその現状

２）地域における食文化の海外への普及と普及に向けた取組の状況

国
内
外
の
現
状
・実
態
把
握

Ⅰ 現地調査により各国の最
新の状況やデータ等を把
握・収集するとともに、文献
調査を通じて現地調査を含
む各国の状況を補完する
関連情報を収集・整理。

インターネット調査により取
組等の各種情報を収集・整
理。

Ａフランス
Ｂイタリア
Ｃスペイン

Ｄノルウェー Ｅタイ Ｆ韓国
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ステップⅠ 現状・実態把握 

①海外における食文化戦略調査 

１）海外現地調査（計４回実施） 

 ○派遣Ⅰ（平成 26 年 6 月 28 日～7 月 10 日） 

・フランス（パリ） 

・イタリア（ミラノ） 

・スペイン（バルセロナ） 

 ○派遣Ⅱ（平成 26 年 6 月 29 日～7 月 4 日） 

  ・ノルウェー（オスロ） 

 ○派遣Ⅲ（平成 26 年 7 月 28 日～8 月 1 日） 

  ・タイ（バンコク） 

 ○派遣Ⅳ（平成 26 年 9 月 3 日～9 月 5 日） 

  ・韓国（ソウル） 

２）文献調査 

 調査対象各国の現地調査を補完・補強する関連情報を収集・整理 

②国内における食文化戦略調査 

１）地域における食文化維持・継承の取組とその現状 

２）地域における食文化の海外への普及と普及に向けた取組の状況 

 国内における食文化維持継承・普及に関する情報を収集・整理 

 

ステップⅡ 課題等の分析・抽出 

②検討会・分科会の開催 

１）欧州分科会の開催（計２回実施） 

 ○第１回欧州分科会（平成 26 年 8 月 8 日開催） 

 （主な議題） 

  ・欧州現地調査（イタリア、フランス、スペイン、ノルウェー）の報告 

  ・日本食普及における参考点の整理、海外普及戦略策定上の主な論点の提示 

 ○第２回欧州分科会（平成 26 年 9 月 19 日開催） 

 （主な議題） 

  ・第 1回欧州分科会及び第 1回検討会における指摘事項の確認 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略について 

２）アジア分科会の開催（計２回実施） 

 ○第１回アジア分科会（平成 26 年 9 月 24 日開催） 

 （主な議題） 

  ・アジア現地調査（タイ、韓国）の報告 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略について 

 ○第２回アジア（日本）分科会（平成 26 年 10 月 1 日開催） 

 （主な議題） 

  ・検討会・分科会における指摘事項の整理 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略について 

３）検討会の開催（計２回実施） 

 ○第一回検討会（平成 26 年 9 月 24 日開催） 

 （主な議題） 

  ・欧州・アジア現地調査（イタリア、フランス、スペイン、ノルウェー、タイ）の要点
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報告 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略策定上の主な論点の提示 

 ○第二回検討会（平成 26 年 10 月 8 日開催） 

 （主な議題） 

  ・検討会・分科会における指摘事項について 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略（草稿案）について 

 

ステップⅢ 成果（アウトプット）のとりまとめ 

③日本食・食文化の海外普及戦略の策定 

１）海外・国内における食文化戦略調査 

 国内外における食文化戦略調査結果を踏まえ、各国の食文化継承・普及に係る各種取組

（先進事例等）から示唆される、日本産品の輸出拡大に資する参考点等を国別・施策別に

整理・抽出。 

 

２）検討会・分科会 

 検討会・分科会各委員からのアドバイス・指摘事項を踏まえ、日本食・食文化の海外普

及戦略の策定に資する追加情報の収集・整理（国内レストランの食材・食品調達状況、既

存調査（食卓調査等）の活用等）を行うとともに、海外普及戦略をブラッシュアップ。 

 

 

 

２．調査目的 

 

国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るため、拡大する世界の食のマーケ

ットを目指した日本産農林水産物・食品（以下「日本産品」という。）の輸出拡大に向けた取

組が不可欠である。日本産品の輸出に当たっては、世界で高く評価されている日本食文化と

併せて日本産品を世界に発信することで、日本産品の海外における需要を広げることが重要

である。また、継続的かつ効果的に日本食・食文化の魅力を世界へ正しく伝播させる仕組み

の構築も必要である。 

このようなことから、欧米・アジア各国において自国の食文化普及を行う上で取組まれた

事例等を把握・分析し、かつ普及における文献などを調査することによって、複合的な日本

食・食文化の魅力発信、理解促進及び世界的普及を図ることを目的として、本調査を実施し

た。 

 

 

 

３．調査方針 

 

食文化の普及と継承は、その基盤である農水産業や食品製造業の持続的成長と輸出競争力

の強化に繋がる。自国の食文化を守るための取組は、伝統的な食文化を支える農水産業、食

品産業の経営基盤の安定と収益性の向上、競争力の強化、ひいてはブランドの国際的浸透と

輸出増大に繋がる。 
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そこで、上記の認識を踏まえて本調査では、欧州及びアジア各国における食文化の大きな

潮流変化等を注視しつつ、各国の食文化の伝統と変質の状況を具体的に捉え、それに対する

食文化の継承、普及の取組と効果等を、海外現地調査、文献調査、有識者による検討会等を

通じて明らかにした。また、日本国内における各地の食文化の維持・継承の取組状況、各地

の食文化を踏まえた海外への普及活動とその効果の事例を収集した。 

以上の調査方針を踏まえて、各国における食文化とその継承の取組に適合的で、効果的な

日本食、食文化の普及と輸出拡大に繋げる具体的な方策を明らかにした。 

 

 

 

４．調査内容 

（１）海外現地調査の実施 

【調査対象国（６か国）】 

Ａ）フランス、Ｂ）イタリア、Ｃ）スペイン、Ｄ）ノルウェー、Ｅ）タイ、Ｆ）韓国 
【調査項目】 

Ａ）各国の食文化に係る背景 
a)食文化の特徴と背景 
b)食文化の変化の状況と要因 
c)食文化の基盤としての農業・食品産業の状況と直面している課題 

Ｂ）各国における食文化の継承に係る取組 
d)食文化の継承と普及への具体的取組内容、そこでの課題と成果（目的、実施主体、取組内

容、結果（成果） 等） 
Ｃ）食文化の普及を通じて輸出額が増加した事例及び食文化普及の輸出増の相互関連性 

e)食文化の継承と普及の輸出拡大効果（ブランド効果、基盤産業の競争力効果、輸出額の金

額効果 等） 

 
（２）日本国内における食文化戦略調査 

日本の各地域における食文化維持・継承の取組、食文化の海外への普及に向けた取組等

に関する各種情報を主にウェブ検索等により収集・整理した。 
 
（３）有識者による検討会の開催 

（１）、（２）の調査結果を踏まえ、日本産品や食文化に係る豊富な知識や知見等を有す

る学識経験者や食品産業関係者等から成る「検討会」及び対象国別の「分科会」を設置し、

日本食文化の維持・継承及び海外への日本食文化の普及等の取組の今後の方向性について

検討した。 
検討会は、世界的な食文化の潮流変化の視点から、各分科会における検討成果を総括す

るとともに、各国の食文化継承・普及等の取組から示唆される日本産品の輸出拡大に資す

る参考点等を分析・抽出し、海外普及戦略等のとりまとめを行った。 
また、分科会は、対象各国の検討をより深化・充実させるため、海外対象国（6 か国）

及び日本の計 7 分科会を設置した。各分科会は各国の食文化や食品産業等の知見に加え、

緊密なネットワーク等を有する食品産業関係等の有識者（専門家）や在日外国大使館関係

者（商務・経済担当）から構成し、各国の抱える課題や解決のための施策、食文化の海外

普及状況等について検討を行った。 
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（参考）有識者による検討会の開催（関係フロー） 

検討会は 2 回、分科会については、海外対象国（欧州及びアジア）は合同開催（欧州：

2 回、アジア：1 回）とし、さらに日本は個別に開催した（1 回）。 
 

 

 

 

 

 

 

○荒牧 麻子  （食卓プロデューサー、管理栄養士） 

○石川 英機 （農林中央金庫農林水産環境事業部長） 

○岡本 義行  （法政大学大学院政策創造研究科地域研究センター副所長教授） 

○熊倉 功夫  （静岡文化芸術大学学長） 

○北川 浩伸 （日本貿易振興機構生活文化・サービス産業部生活文化産業企画課長） 

○黒田 善徳  （元欧州ヤクルト総支配人・社長・会長） 

○西藤 久三  （食品産業センター理事長）  

○佐藤 英成  （伊藤忠商事食品流通部門長補佐（兼）食品流通部長）  

○鈴木 喜博 （ハウス食品グループ本社国際事業本部国際事業開発部長） 

○寺島 実郎 （日本総合研究所理事長）※座長 

○友永 伸宏 （ローソン商品・物流本部カウンターＦＦ部長） 

○福田 育弘 （早稲田大学教育・総合科学学術院複合文化学科教授） 

○増田陸奥夫 （日本食農連携機構理事長） 

○村松 功一 （クールジャパン機構経営企画・管理グループ財務部長） 

検討会 メンバー（委員）（14 名） ※50 音順、敬称略 

分科会（対象７か国） 

欧州（４か国） 

 

 
 

合同・２回程度開催 

ノルウェー スペイン 

イタリア フランス 

アジア（３か国） 

 

 韓国 

タ イ 

合同・1 回程度開催

日 本 

個別・１回程度開催 

検討会 
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Ⅱ．海外における食文化戦略調査 

 

１．現地調査等 

（背景・問題意識） 

日本の食品製造業の国内生産額は約 34 兆円で、製造業全体の１割強を占めており、日本経

済の大きな産業部門を担っている。しかし、食品製造業の輸出額をみると、製造業全体の輸

出額の１％未満にとどまっており、極端に内需依存型の産業となっている。食品産業の海外

生産比率についても、製造業全体では約２割を占めているのに対して、食品製造業は１割に

とどまっており、海外生産比率からみても食品製造業は、内需に依存した構造になっている。 
日本国内の食市場規模は、人口の減少と高齢者人口割合の増大といった、量と質の両面か

ら制約を受けている。その点は欧州各国も同じ状況にあるが、近年は製造業の輸出金額は増

勢にあり、とりわけ食品産業の輸出増加が顕著である。欧州各国は、輸出入はＥＵ域内取引

が圧倒的に多いものの、世界的には新興国の人口増大と食市場の拡大を背景に、自国の食・

食文化の積極的な海外展開・輸出促進に取り組んでおり、食品産業が各国の重要産業として

位置づけられていることが分かる。 
世界的な食市場の拡大は、日本の食産業にとっても好機である。日本の全産業ベースでの

対外直接投資は大きく増加している。これを相手先別にみると ASEAN の増加が著しく、タ

イへの直接投資に至っては対中国を上回るまでになり、アジア域内で 大の投資先となった。

日本企業は、中国からタイ、ベトナムなどに投資先をシフトさせつつあり、海外需要の構造

的変化も著しい（詳細は「Ⅰ．食品産業の海外展開に関わるマクロデータ」を参照）。 
一方で、海外各国では世界的な日本食ブームが進展しており、また 2012 年 12 月には和食

がユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、日本食・食文化への注目・関心が高まってい

る。我が国もこうした時代変化を的確に捉え、拡大する海外の食市場に焦点を当て、これま

では内需依存型であった食関連産業の体系的かつ戦略的な海外展開の取組の必要性が高まっ

ている。 
したがって、本調査の実施に当たっては、日本産農林水産物・食品（日本産品）の海外へ

の輸出拡大と市場への浸透を図るためには、それぞれの国における食文化とその背景、それ

らの継承と普及に向けた施策等の実態を十分に把握し、日本産品の一方的ではない魅力発信

と普及のための方策を提案することを目指した。 
食文化の普及と継承は、その基盤である農水産業や食品製造業の持続的成長と輸出競争力

の強化に繋がる。自国の食文化を守るための各国の取組は、例えば欧州各国における地理的

表示の保護による食品のブランド化推進がある。スペインやイタリアの生ハムにおける原産

地証明の導入による地域産業の保護は、事業者の経営基盤強化にとどまらず、ブランドの国

際化と輸出の増大など、大きな成果を上げている。魚食文化を持つノルウェーにおける先進

的な漁業資源管理も、漁業経営の収益性の向上と輸出産業としての地位確立に貢献している。

また、フランスが先進事例となっている児童への味覚教育は、便利で新しい加工食品がます

ます生活に浸透していく中で、伝統的な食材・メニューへの味覚を養い、食文化の継承・普

及を図るものである。これもまた、伝統的な食文化を支える農業、食品産業の経営基盤の安

定と収益性の向上、競争力の強化、ひいてはブランドの国際的浸透と輸出増大につながる。 
本調査では、上記の背景・問題意識に基づき、食文化維持継承・普及に係る先進的な取組

事例を有する欧州のフランス、イタリア、スペイン、ノルウェーの４か国、及びアジアのタ

イ、韓国の 6 か国を海外調査対象国として現地調査を実施した。詳細は下記のとおり。 
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（１）フランス 

 

１）フランス食文化の特徴 

フランスで特徴的なのは、食文化の普及促進（特に海外輸出）にあたり、商品について

は「ブランド確立」を重視すること、また輸出拡大促進については乳業組合、ワイン組合

等の協同組合と SOPEXA（仏食品振興会）等の輸出促進機関のような専門機関を中心とし

て、「組織力」を効果的に活用し推進されていることである（比較対象として、イタリアで

は基本的に個人による取組が中心）。これら団体の活動予算については、政府による公募競

争案件の獲得等はあるものの、基本的に政府からの補助金や助成金に依存しておらず独立

している。 
 

２）輸出促進機関における取組 

政府が公募する輸出促進策は、一般的に複数年（3～5 年）におよび、且つ予算規模も大

型である（例えば、5 ヵ年プロジェクトで投資予算額が 63 億円など）。また、輸出促進の

対象国、商品の選択が明確であり、優先順位に基づく効率的な投資を目指している（例え

ば、CNIEL（仏全国酪農経済センター）における乳製品のプロモーション対象品目は、国

内ではチーズ、バター、ミルク、ヨーグルトであるが、海外市場ではチーズのみに限定等）。

なお、SOPEXA の重点対象国は①ドイツ、②アジア（日本含む）、③北米。CNIEL は①米

国、②ロシア、③日本、④中国、⑤韓国となっている。 
CNIEL が、昨年度海外プロモーションに支出した予算総額は 12.3 億円で、そのうち日

本への投資額は約 1 億円であった。SOPEXA が日本市場に 1982 年からこれまでに投資し

た累計額は 420 億円にのぼる（年間平均投資金額は約 13 億円）。対象商品はワイン、酪農

製品、食肉等。なお、SOPEXA では、これまでの豊富なプロモーション経験や EU マーケ

ット事情へ精通していることを踏まえ、海外からの依頼によるプロモーション事業も請け

負っており、一例として韓国の輸出促進プロジェクトを実施している。 
 

３）フランス食文化の海外輸出 

今回の現地調査での訪問先のうち、唯一フランス料理を世界に輸出しているのが「コル

ドンブルー」である。コルドンブルーはパリの本校を含め、世界 25 か国以上に 53 校の料

理教室を持っており、生徒数は合計 2 万人、累計卒業生数は 30 万人にのぼる。コルドンブ

ルーのミッションは、正しいフランス料理を世界に広めることであるが、 近ではワイン、

レストラン等の経営学をカリキュラムに取り入れるとともに、さらにスペイン料理、タイ

料理、ペルー料理のコースが新設されている。 
また、 近の取組例として、韓国大使館との協力により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りタイ料理本をそれぞれコルドンブルーより出版している。上記

取組を踏まえ、日本料理コースの設置可能性と日本食材のフランス料理への活用可能性に

ついて質問したところ、両方の可能性があるが、順序としてはまず日本食材をフランス料

理で使うことだろうという回答が確認された。 
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＜コルドンブルー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜CNIEL＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SOPEXA＞ 
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（２）イタリア1 

 

１）イタリア食文化の特徴 

今回の現地調査を通じて、イタリアの食文化では、Slow Food の哲学・理念である 

○「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）」 

は、直接運動に携わっている関係者だけでなく、食科学大学、食品生産者、小売業者、レ

ストラン、料理教室の経営者など幅広く浸透し、かつビジネスにも効果的に活用（例：

EATALY 等）されていることが確認された。 
Slow Food 運動はイタリア国内にとどまらず、今日では世界各国にまで拡大している。

その方法論は、単にスローガンを唱えるだけではなく、イベントやプロモーション活動等

を通じて、「聞いて」、「目で見て」、「食べて実感して」理解が浸透することを実践している。 
なお、家族団らんの食卓やマンマ（母親）の味を重視すること、各土地ごとに食文化が

異なる多様性なども特徴ではあるが、ライフスタイルの変化や輸送革命等により、特に北

部を中心に食文化が変化していることが確認された（世界的な傾向）。 

 

２）スローフードの背景・目的 

Slow Food の目的は、当事、社会的に存在価値を十分認識されていなかった中小生産者

と、食についての知識が乏しかった消費者を繋ぎ合わせ、コミュニケーションを通じて相

互理解を深めることである。（生産者と消費者を結びつけること）。 
Slow Food の目的は、今回の訪問先全てで共有されていることが確認された。食科学大

学のPiercarlo Grimaldi学長は、食科学大学が僅か10年間で世界的なプレゼンスを確保し、

食科学の考え方を変えることができたのは、「セオリー（理論）」、「メソッド（方法）」、「テ

クニック（技術）」を開発し確立したことであるが、その背景には世界各国の Slow Food
協会支部の支援があり、Slow Food のミッションを引き継いだことが大きいとの指摘が見

られた。 

 

３）スローフードの代表的イベント 

Slow Food の代表的なイベントは、「食の祭典（サローネ・デル・グスト/1996 年～」と

「母なる大地（テッラ・マードレ/2004 年～）」である（いずれも 2 年ごとに同時開催）。

また、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中小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お

り、参加国の拡大（50→170 か国）や中小生産者の存続（約 2,000 社）などの成果を挙げ

ている。 
 

                             
1 今回の現地調査では、Slow Food 運動に直接・間接或いは思想的に影響を受けていると考えられる団体や企業、レストラ

ン、大学、個人を中心に訪問し、インタビューを行った（したがって Slow Food に関心・関係のない企業や団体の実態は

把握していない）。 
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＜Un Post a Milano＞            ＜EATALY ミラノ店＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜食科学大学＞                ＜Piercarlo Grimaldi 学長＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スローフード協会＞             ＜La Granda＞ 
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（３）スペイン2 

 

１）スペイン食文化の特徴 

スペイン（バルセロナ）で特徴的なのは、食文化の普及促進（特に海外輸出）にあたり、

行政（州政府）が積極的に輸出振興に関わっていること、また基本的に外部組織に依存せ

ず、直接内部に輸出振興の実働部隊がいることである。なお、今回訪問した地中海食文化

財団、Alicia 財団（食と科学財団）、FECIC（カタルーニア州食肉協会）などに対し、組織

設立時の出資に加え、恒常的に全予算の 50％近くを拠出していることが確認された。 
なお、食習慣ではタパス文化や昼食の重視、アウトドアでの食事などが特徴として挙げ

られたが、他の国と同様にライフスタイル等の変化により、家族間のつながりの希薄化や

食スタイルの変化が都市部を中心に進展している。 
 

２）地中海食文化について 

「地中海食文化」について、簡潔に表現できる食文化そのものはない。強いて言えば、

パスタ、オリーブオイル、青魚、果物などを多く摂取することぐらい。地中海食文化は、

料理そのものより「どのように食べるか」が重要である。 
地中海食文化とスローフードとの関係について、地中海料理はスローフードが目指すも

の（例：地産地消）を含んでおリ、スローフードでは地中海料理も対象に含まれる。スロ

ーフードは、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）」であるのに対し、地中海食文化は 1 つの現実の「食生活の形」であり、両者は次

元が異なる。 
「地中海ハム」ブランドの推進～競合から協同へ 
欧州各国では重点輸出商品が常に競合関係にある。その中での新しい試みとして、FECIC
（カタルーニア州食肉協会）の発案により、イタリアの「パルマハム」とカタルーニャの

「ハモンセラーノ」を「地中海ハム」として共同プロモーションを現在進行している。 

 

３）地中海食文化の認証制度 

地中化食文化財団では、地中海食文化の理念に基づく地中海型の食品、レストランの認

証制度の創設準備を進めていることが確認された。認証委員会を設置し、ロゴマークも完

成し、認証システムが概ね確立しつつあり、間もなく発表段階とのことである。こうした

認証制度は、海外における日本食レストランの認証制度導入検討の際に参考になると考え

られる。 

 

４）海外との連携プロジェクトの実施 

地中海食文化財団や Alicia 財団では、自国の研究やプロモーションに限らず、近年では

海外からの委託事業を受託・実施している（例えば、Alicia 財団では韓国大手食品会社

SEMPIO 社のプロジェクト、地中海食文化財団では中国からの官民共同プロジェクト（広

東省深圳に「地中海村」を設置し、地中海型食事を提供）を受託・実施している）。 
 

 

                             
2 今回の現地調査では、カタルーニャ州を中心に実施しているため、スペイン中央政府の政策決定や各産業、食品業界への

支援、助成対策等については把握していない。 
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＜地中海食文化財団＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Alicia（食と科学）財団＞          ＜ラボ（キッチン）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜FECIC＞                  ＜PRODECA 右、INCAVI 左＞ 
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（４）ノルウェー 

 

 ノルウェーは、歴史的にはノルウェー王家が 14 世紀に途絶えて以来、デンマーク、スウ

ェーデンの配下に長らくあって、独立国となったのは 20 世紀初頭（1905 年）である。国

土面積は日本と同じくらいだが、人口は約 500 万人と少なく国内市場は小さい。主要産業

である水産業は海外への強い競争力をもっている。食文化に眼を向けると、戦後、アメリ

カの経済的支援（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が、1960 年

代頃から顕著になったという。現在、その反動として、自国のアイデンティティの確立に

向けた活動がますます活発となってきている。 
 
 米国を始めとした海外のライフスタイルの浸透は、ノルウェー人の伝統的に質素な食生

活をも顕著に変えたという。1960 年代からのトレンドとして、ジャガイモから米・パスタ

への主食の変化、羊などの肉料理の増加など、栄養過多がむしろ問題視されている。国の

栄養指針では、もっと魚介類を摂取する必要があると勧告している。消費者調査でも、魚

メニューを食べるのは週に１～２回で、意外と食べられておらず、若い人はさらに少ない

という。国の指針では週に２～３回を奨励している。 
 
 ノルウェーの先端的漁業管理や養殖技術開発への国を上げての取組は広く知られている。

さらに、生産、加工、流通、消費者・海外市場というバリューチェーンとしての構築が、

産業の強化だけではなく、ノルウェーという国・国民のアイデンティティとプライドづく

りと重なっていると感じる。 
 
その技術的基盤を水産・食品分野でのヨーロッパ 大級の研究機関である Nofima がサポ

ートし、生産者・国内消費者向けの食品の（現在は非水産食品分野に限定されているもの

の）品質認証を Matmerk が行い、ノルウェーないしは北欧の食品・メニューの、海外へ

の活発な普及活動を New Nordic Food というプロジェクトで進めている。これらは一例で

はあるが、そこに共通するのは、他の国ではないノルウェーという国のアイデンティティ

とプライドづくりへの明確な意志だと感じられる。 
 
 インタビュー先では、日本は数世紀以上に及ぶ食文化と伝統を持っている、そのプライ

ドとアイデンティティを昔から持っている。逆にそうした文化を持たないノルウェーが日

本に学びたいことが多い、という話を聞かされる。New Nordic Food がマニフェストで目

指している“ピュア、フレッシュ、シンプル”は、日本食そのものでもあるという。彼らは、

そうした日本食の素晴らしい面を北欧流に取り入れて、自国の新しい食産業・食文化づく

り、そしてノルウェー流のアイデンティティづくりの参考にしようとしている。 
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< Nofima にて、Mr. Risvik へのインタビュー > 
      Einer Risvik 

Nofima の Research Director で、味覚分

析や食品科学の専門家 
New Nordic Food の中心的主導者でもあ

る 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås にある Nofima の建物 
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<Matmerk 社 CEO へのインタビュー> 
CEO Ms.Sundqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室には 高ランクのマークが与えられた商品の全ての認定書が飾られている 

 

東京でのイベント関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：在日デンマーク大使館 
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（５）タイ 

１）タイの食文化 

タイの本来の食文化は、各家庭に伝わっている「おばあちゃんの味」に沿って調理し、

家族そろって食事をとるという姿であった。食事は主食の米に魚や肉、野菜等の副食を、

煮る焼く等の調理法、料理の色彩や味付けなどをバランス良く配するものであった。 
現代タイ、特にバンコクの家庭では共働きが一般的であることから、女性は通勤や仕事

で忙しくなり、家族の食事は外食や、屋台、食堂で調理済みの総菜を購入して家で食べる

という姿が一般化し、家庭で調理する機会は激減している。 
食材や料理もスパゲティ等の西洋料理や、寿司等の日本料理を食べる機会が多くなり、

タイの人々の味覚にも変化が出てきているといわれている。また一方では、健康志向の高

まり等から、伝統的なタイ料理への回帰もみられるという指摘もある。 
 

２）タイの食文化の継承・普及活動 

タイでは、民間によるタイの食文化の継承・普及活動は料理学校での伝統的なタイ料理

法の教授等に限られており、むしろ政府によるタイ食品・食材の輸出拡大、タイレストラ

ンの海外展開振興を目的とした諸施策とあいまって、本物のタイの味を継承・普及させる

活動が行われている。 
 

３）タイ・セレクト 

タイ・セレクトは、タイ国内外のタイ料理レストランで、本物のタイ料理を提供してい

るレストランであることを、タイ国政府国際貿易振興局（Department of International 
Trade Promotion: DITP）が認定する制度である。DITP は、タイ・ブランドの認定プロジ

ェクトを推進するなかで、2006 年にタイレストラン分野の認定を「タイ・セレクト」とし

て分離独立させるとともに、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の

加工食品も認定対象に拡大し、その後はタイ料理レシピも認定対象に加えた。 
現在は、タイ・セレクト・プレミアムとタイ・セレクトの２つの認定があり、タイ・セ

レクト・プレミアムレストランは、５つ星以上のハイレベルレストランであることを示し、

その認定を受けるには、評価点の 85％以上を獲得しなければならない。一方、タイ・セレ

クトは、３つ星～４つ星のレベルであることを示し、その認定を受けるには、評価点の 75
～84％を獲得しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

図 2 タイ・セレクト・プレミアム（左）とタイ・セレクトのロゴマーク 

 

４）タイ・セレクトの成果 

海外では徐々にタイ・セレクトに対する関心も高まってきており、海外で認定を受けた

タイ・セレクトレストランの数は、過去 2 年間で 1,200 店補（2012 年）から 1,550 店舗（2013
年）に増加した（日本は 2013 年 9 月末現在 100 店舗）。 
タイ料理の人気が高まってきていることから、タイの調味料やカレーペースト等のタイ

料理の調理に不可欠な加工食品（エビ等の食材一般ではなく）の輸出が増加している。 
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５）タイ・デリシャス 

一方、タイ政府科学技術省イノベーション庁（National Innovation Agency, NIA）は、

フードサイエンス、フードテクノロジーを駆使して本物のタイ料理の味そのものの標準化

に取り組んでいる。タイ・デリシャスは、世界に展開されているタイ料理のレベルの向上

を当面の目標とした。世界には多くのタイレストランがあるが、本物のタイ料理とは異な

るタイ料理を提供しているタイレストランも少なくない。タイで食べたのと同じ美味しさ

のタイ料理が各国で食べられるようにすることを目指した。 
現在、タイ・デリシャスでは、タイ料理の代表的な 11 のメニューについて味の標準化を

行い、標準レシピを完成・公開するとともに、味覚センサー（e-Delicious）による科学的

な味の確定を行った。コンパクト化されたタイ料理専用のセンサーにより、調理したタイ

料理の味が基準内に収まるかどうかをチェックすることができる。標準である本来のタイ

料理であるかどうかは、甘い・辛い等の味と香りを含めた評価項目が、数値で示された基

準の範囲内に収まっているどうかで評価される。 
（現在標準化され、公開されている 11 品目のメニュー） 

・グリーンカレー ・ナムプリックヌン 

・マスマンカレー ・ナムプリックオン 

・パッタイ ・サイウア 

・トムヤムクン濃い ・イエローカレー 

・トムヤムクン薄い味 ・ソートカイコーレ 

・カウソーイ（カレーラーメン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 ポータブルセンサー（左）と分析結果 

タイ料理は多様なハーブを使用しなければ本来の味が出せないが、タイ料理に使用する

ハーブによっては、薬物等の扱いとなり輸入できないものもある。こうした障害を克服す

るため、NIA はタイ料理に必要なハーブを全て加えた調味ペーストを開発し、海外でも容

易に本来のタイ料理の味が出せるように製品化した。しかし、現段階では同ペーストの商

業生産・販売はまだ行われていない。 
 

表 2 タイの調味料等加工食品（ingredients）の輸出額
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 ６）タイ・デリシャスの今後 

  タイ・デリシャスの今後についての方向性について NIA は、以下のように考えている。 

① 味覚センサーのさらなる開発 

これからの飲食業界では、e-Delicious で開発したような味覚センサーに対するニーズが

世界的に高まると考えている。現在 NIA で開発した味覚センサーは、タイ料理の味覚分析

に特化しており、タイ料理に欠かせない香り（アロマ）の分析に重点を置いている。タイ・

デリシャスにおける味の標準化を推進するためにはさらに、タイ料理独特の粘りけなどが

分析できるような味覚センサーが必要であり、こうした次の段階の味覚センサーの開発が

当面の課題である。 
 
②標準メニューの拡大 

 現在すでに、タイの代表的な料理 11 品目のメニューに関して標準化を行ったが、今後は

さらにメニューを拡大し、30品目のメニューを目標にタイ料理の標準化に取り組んでいく。 
 
③世界標準に向けての取組 

タイ・デリシャスの実用化にむけて世界規模での標準化推進を検討している。その際重

要となるのは、タイ国内での標準となる美味しさを各国に押しつけるのではなく、各国の

味覚特性を反映したタイ・デリシャスの標準を提示することであると考えている。そこで

NIA は、現在世界の主な味覚について、下記のような 4 つの代表的な地域を選定した。各

地域では、甘さやしょっぱさ、辛さ酸っぱさについて、各地域の味覚特性に沿って、タイ

の標準より許容範囲を広げることを検討している。ただし、必要不可欠な食材の使用や、

色や香り、食感等は料理固有の特性なのでタイの標準を堅持する方向である。 
（下記は現在 NIA が検討している代表的な味覚の地域性） 
・ヨーロッパの味覚 
・オーストラリアの味覚 
・日本の味覚（台湾、韓国を含める） 
・中国の味覚 
また、タイ料理に不可欠なハーブや香辛料等については、すでに調味ペーストを開発い

ており、今後この調味ペーストをどのように商品化し、普及させるかを検討している。 
 

④タイ・デリシャスによる認証 

タイ・デリシャスによるメニュー等の認証に関しては検討している段階である。すでに

タイ料理に関しては、レストランを対象としたタイ・セレクトによる認証制度があるが、

タイ・デリシャスによる認証制度の場合は、レストラン自体ではなく、個々のメニューの

認証になる。その場合、認証のされたタイ料理については、個々のメニュー（料理の品目）

に下記のロゴマークを付けることなども検討している。 
 

 

 

 

 

図 4 タイ・デリシャスロゴマーク 
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７）人材の育成 

ドゥシタニカレッジには現在、タイ語による学士コース、修士コース、短期コースがあ

るが、学士コースにはインターナショナルコースも併設されている。また、短期コースを

受講する学生は、親が海外でレストランを営んでいるケースが多く、海外でのレストラン

事業継承を目的として学んでいる学生が多い。 
ドゥシタニカレッジは、2012 年より辻調理師専門学校と連携を始めている。連携には 2

つのコースがあり、1 つは 1 学期間ドゥシタニカレッジに講師を派遣し、日本料理を選択

した学生に伝統的な日本料理を教えるものであり、第 2 は超短期間（4 日間）での現役調

理師の教育や、一般の人々を含む日本料理の体験授業等である。 
 

８）食育支援 

タイ味の素は、2010 年よりタイの小中学校 50 校に対して給食及び関連施設の建設整備

を中心に学校給支援を実施してきたが、今後は食育を中心とするソフト面に重心を置いた

支援を行っていく方針である。 

 

９）日本食の普及状況 

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。こうしたローカライズされた味と、安価な価格が下地を作り、

その後日本人向けではなく、一般タイ人向けの日本食レストランが急増しだした。 
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、小売ともに成長を続けていくとみられている。 
 

10）日本食・食文化の海外普及戦略への示唆 

タイにおける日本食の普及は、タイの人々の味の嗜好を考慮した味付けでかつ、中間所

得層でも安心して利用できる安価な日本食レストランの普及したことが下地となって、そ

の後の日本食の普及・浸透につながったことから、日本食の海外普及の端緒としては、味

を対象とする国の味覚に合わせるとともに、比較的安価な価格の日本食レストランを展開

し、日本食に馴染んでもらうことが重要である。ただし、この段階では本物の日本の味と

は異なることから、その後、より日本の味に近い日本食レストランの進出という連続性に

加え、日本食文化の広報や教育、及び海外の日本食レストランにおける日本食調理技術の

教育等へとつなげていく必要があろう。 
タイ・セレクトがタイ料理店の海外展開やタイ食品の輸出拡大に一定の成果を上げてい

ることから、日本食に馴染んだ人々が本来の日本食を求めるというニーズに対応すること

も重要であるため、ロゴマークの表示等により外見からも本来の日本食を味わえるレスト

ランであることが容易に分かるようにすることは重要である。 
タイ・デリシャスにおいては、世界的な視野でタイ料理の味の標準化を検討しており、

その際各地域毎の味覚特性を考慮し、あえて味の許容範囲（アローワンス）を設けること

は、今後の日本食の世界的な普及を考える上で示唆に富むのではないか。 
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＜ＤＩＴＰ外観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Chappon Rochanasena 
Kitchen of the world 課長 

 
 

 

 

 

 

 

 

        ＮＩＡ外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sure-at Supachatturet 
イノベーション戦略部長（左） 
Mr. Yuzo Takahashi 

       シニアアドバイザー 
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○ドゥシタニカレッジと辻調理師専門学校との連携の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ドゥシタニカレッジと Ecole Hoteliere de Lausanne との連携の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タイ味の素により整備された小学校の給食・食堂施設（メーホンソン県） 
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○近隣にスーパー等がなく、整備されずに廃れていく伝統的市場（プラカノン駅近く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近隣に大型スーパーが進出し、再整備された伝統的市場（プラカノン駅の隣駅近く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進出した大型スーパー 
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（６）韓国 

１）韓国の食文化の特徴 

韓国の食文化の大きな特徴は「調和」であり、例えば多様な味や調理法（焼く、煮る等）、

色彩等の調和である。また、韓国の食文化の特徴の 1 つは「スローフード」であり、その

意味するところは、発酵食品に代表されるように時間を掛けるという点にある。 
韓食は創造的な献立であるという特徴を持つ。韓食は全ての料理を同時に食卓に並べる

こと（パンサンチャリム「膳ごしらえ」）から食事をする人の好みや味に対する創造性が発

揮されることになる。 
 

２）韓国の食文化の変化 

かつては、家々で固有の味があり、キムチはその代表的な食物であった。しかし、近年

は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

な味に変化してきている 
韓国の若いシェフが海外で学んだことを活かして韓食とコラボするなど、いわば料理の

フュージョン化が起こっている（例：料理を一皿ずつサーブするコース料理のようなタイ

プの韓食等）。 
 

３）韓食の世界化 

韓食の世界化政策は、李明博政権によって提唱推進された、韓食を世界中の人々に楽し

んでもらえる食文化にするための政策であり、それはとりもなおさず韓国の農林水産業、

レストラン業、観光業等の振興であるとともに、韓国のイメージの向上を企図するもので

あり、朴現政権にも引き継がれている。政策の遂行にあたっては、農林畜産食品部がビジ

ョンや予算を作成し、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。 
 

４）韓食のブランド化 

食を紹介することは、その国の歴史をはじめ、多くのことを伝えることであることから、

とりもなおさず韓食のブランド化であり、韓国のブランド化につながるものである。韓食

の世界化政策それ自体がブランド政策であるという考え方である。 
また、これまでの韓国ファッションの海外進出にみられるように、韓流ドラマに代表さ

れる韓流ブームが基盤となったことから、韓食の世界化に関してもこうした韓流ブームを

戦略的に活用することを考えている。 
 

５）韓食の世界化政策の力点の変化 

農林畜産食品部は、2008 年から 2013 年までは、韓食を海外で知らしめることに力点を

置いた政策とっていたが、2014 年からは国内に軸足を移し、国内での韓食の広報等に注力

している。その背景には海外から韓国を訪れる外国人が 1,300 万人を超え、この人々が味

わうのは韓国内での韓食になることから、伝統の味を重視し、国内で本物の韓食を提供す

ることに力を注いでいる。そうすることで海外からのリピーターも増加し、また帰国後も

韓食レストランに行くことが増えると見込んでいる。海外からのインバウンドを重視した

政策である。 
  

６）韓食レストランの推薦制度 

韓食財団は、海外の韓食レストランの中から優れたレストランを選定し、それらレスト

ランを冊子にまとめて紹介し、各国の韓食レストランや韓国文化院広報部等の関係機関及
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び空港等に配布するという事業を行っている。これまでパリ、ロンドン等西ヨーロッパの

諸都市をはじめ、東京、中国の上海、北京、青島の韓食レストランを取り上げ、現地語で

冊子を作成した。本冊子単独での成果は明確ではないが、イベント等の事業と組み合わせ

ることで、イベント事業等の付加価値を期待している。 
 

７）国内人材の育成支援 

韓食財団は、国内の 2 年制大学と 4 年制大学の韓食課程において、伝統的な韓国料理や

韓食料理の基本に関する教育（2 年制大学）と、韓食と海外料理とのコラボやそれによる

韓食の世界化等の教育（4 年制大学）に対する支援を行っている。支援の内容は、カリキ

ュラムの作成を中心に、講師の募集、実習室の提供、卒業生の就職の斡旋等である。成果

としては、韓食課程への志願者が支援以前よりも 20％増加したことがある。 
 

８）海外韓食レストランの人材育成 

韓国水産物流公社（aT）は、海外の韓食レストランの質の向上、競争力の強化を目的に、

海外の韓食レストランの人材育成を実施している。教育内容は、調理、レストランサービ

ス（ホールサービス等）から経営まで幅広いが、調理に関しては韓国料理である。教育実

施国は、日本、中国、英国、フランス、米国等の 7 カ国 14 都市であり、韓国から講師をこ

れらの都市に 15 日～3 週間派遣し、教育を行う。成果としては韓食の質の向上等がある。 
 

９）韓食アーカイブ 

韓食財団は、歴史の復元という視点から、朝鮮時代から近代までの韓食レシピ等の韓食

に関するコンテンツ１万件以上を「韓食アーカイブ」としてデータベース化し、情報提供

サービスを行っている。 

 

10）韓食の世界化の課題 

韓食レストランの味を現地化することは韓国料理の伝統を失うことになり問題であるが、

逆に伝統の味に固執すれば現地化、現地の人の口に合わなくなるという問題が起こること

から、伝統的な味と味の現地化とをどのようにバランスさせるかが大きな課題である。 
 

11）日本食の普及状況 

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。高価なものは高

級品として評価されるが、中途半端な価格のものは受け入れられない。韓国の消費者は価

格に厳しい。 
韓国から日本へは毎年 200 万人以上の渡航者（2013 年は 246 万人）がおり、これらの

人々を介して日本食が普及している。また、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代の若者層である。 
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、原発事故後数ヶ月で売上は元の

水準に戻っており、現状では原発事故の影響は見られない。 
 

12）日本食・食文化の海外普及戦略への示唆 

韓国の海外韓食レストランの人材の育成を参考に、海外の和食レストランの人材育成が

考えられる。海外の和食レストランの味を含めた質の向上を図る上で、海外和食レストラ
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ンの人材育成は、教育訓練を受けるレストランの側に調理技術の向上等の具体的なメリッ

トがあることに加え、調理技術は料理の質に直接影響することから、施策の効果が期待さ

れやすいと考えられる。 
韓国での日本式居酒屋の普及は、第 1 に新しいものを好む若い人々をターゲットに据え

ていること、第 2 に居酒屋という海外でも比較的新しい業態を選択していることで、従来

の「日本食は高額」というイメージを打ち破る点で優れており、今後の日本食の普及に関

して示唆に富むのではないか。 
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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 
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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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（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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が国への制度の導入－研究報告書」平成 24 年 6 月 
・日欧産業協力センターウェブサイト「EU の地理的表示制度に学ぶ 食品生産物の付加価

値を高め地域ブランドを国際市場で守るには」 
 （http://www.eu-japan.eu/node/562） 

 ・農林水産省ウェブサイト「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）」

2014 年 6 月 15 日 
  （http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/GI/chiri_teki_hyouji_hou.html） 
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Ⅲ．日本国内における食文化戦略調査 

 

１．食文化における食文化維持・継承の取組事例 

 

（１）道産食品独自認証制度（北海道） 

【事業概要】 

北海道は、安全・安心を稀本とした「道産食品独自認証制度（愛

称：きらりっぷ）」に取り組んでいる。 
 当制度は、原材料、生産工程、衛生管理、食味など独自に設定し

た基準をクリアにしたものだけをきらりっぷ商品として認証するも

のである。 
 現在，ハム類、ベーコン類、ソーセージ類、ナチュラルチーズ、

日本酒、熟成塩さけ、そば、みそ、ワイン、いくら、アイスクリー

ム、豆腐、納豆、しょうちゅう、しょうゆ、醤油いくら、生中華麺、

熟成塩蔵からふとます、ビール、非加熱食肉製品（生ハム）、魚醤油

の 21 品目の認証基準を制定している。商品数では合計 62 商品が認

証されている（平成 26 年 3 月 3 日現在）。 
 認証基準は、原材料に関する基準、生産情報に関する基準、安心に関する基準、商品特

性の基準、官能検査基準などについて細かく規定されている。 
 認証品目について、JCB、JAL、JR 東日本、イオン、食品メーカーなどとの連携、協同

事業による認定商品の普及活動を活発に行っている。 

 

（２）伝統的な地元海産物を原料とした食品開発（福井市越廼漁業協同組合女性部） 

【事業概要】 

 越廼漁協女性部は、伝統的に引き継がれてきた糠漬けや干し物

などの製造や、地域イベントでの販売を 30 年）前から行ってい

た。これらは、地元の伝統的な食品であるとともに、漁協で水揚

げされた魚介藻類のうち、取引されることなく未利用であったも

のの有効活用が目的だった。いか、あじの糠漬けなど、全国的に

も珍しい糠漬けも製造・販売してきた。 
 平成 22 年度からは、従来は食用にされなかった海岸岩場に繁

殖するアカモクの商品化を図り、平成 23 年に「こしのぎばちゃ

ん」の商品名で加工・販売にこぎつけた。地域イベントや県外での商談会に出展するなど

販売促進に努めている。販売促進のためにはパッケージデザインなど消費者の目を引くこ

とも重要と考え、自作していたデザインを外部委託するなど積極的な商品化を行っている。 
 平成 24 年には、国の６次産業化法に基づく認定を受け、県や市の補助制度も活用し、新

商品の開発、販売促進を図っている。 

  

（３）耕作放棄地へのソバの作付け（秋田県鹿角市農事組合法人したかわら） 

【事業概要】 

 農業従事者の高齢化や担い手不足による労働生産性の低下により、耕作放棄地が拡大し

ていることから、農作業の協同化を通じた生産性の向上を図ることを目的に「農事組合法

（出典）北海道ホームページ 

（出典）福井市ホームページ 
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人したかわら」が設立された。平成

21 年度から国の「耕作放棄地再生利

用緊急対策」を活用し、約 8 ヘクタ

ールの耕作放棄地の再生作業、土壌

改良を行うとともに、営農定着のた

めのソバの栽培に取り組んでいる。 
 土地所有者と同法人との間で作業

受託委託契約を結び、収穫物である

ソバ粉は同法人に帰属し、製麺業者

へ販売を行っている。 

 

（４）干瓢の消費拡大（栃木県下野市のらんどまあむ等の連携組織） 

【事業概要】 

 栃木県の特産物である干瓢の歴史は 300 年に及ぶが、担い手不足や高齢化のため、6,500
軒あった生産農家が 350 軒にまで減少していた。

干瓢のイメージは干瓢巻きや押すしくらいで、と

くに若い人への認知度は低くなっている。 
その干瓢商品が道の駅しもつけで売上 420％

にまでになった。それをもたらしたのが女性が活

躍している惣菜等製造販売の「らんどまあむ」な

どの連携組織である。干瓢は恵方巻きにも使われ

るが、栃木県では福巻寿司と呼ばれていた。そこ

で、大阪の恵方巻きのノウハウを学び、干瓢太巻

の早食い競争を行いテレビでも取り上げられる

なとしてＰＲにつとめ、道の駅しもつけでの販売

著増加に結びついた。 
 

（出典）日本食文化ナビ活用推進検討会資料 

（出典）秋田県「耕作放棄地等へのソバの作付け事例」 
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２．地域における食文化の海外への普及と普及に向けた取組事例 

 

（１）日本の農業をタイへ（農事組合法人和郷園） 

【組織概要】 

農事組合法人和郷園（千葉県香取市）は、農業生産者の自立、技術向上、GAP の取組、

加工事業、販売事業、リサイクル事業、海外における展開等、農業を軸とした活動を行っ

ている。 
 

【活動内容】 

農業ビジネスの強化の一環として、収穫され

た農産物を冷凍やカットなどの付加価値をつけ

るだけでなく、ビジネス拡大の領域として海外

進出に着目した。 
同社は、2007 年に Otento（Thiland）を設立、

日本の栽培技術を用いた野菜栽培をタイで行う

と共に、タイ現地のニーズにあった日本の農産

物を輸入、販売している。また、タイのチェン

ライの生産者と技術協力し、日本種いちご“御牧

いちご”を現地生産している。 
 日本への輸出用としては、バナナやマンゴーを生産し、タイ国内向けにも量販店や日本

料理店向けの野菜販売を行っている。 
 日本とは気候条件も異なるので、タイ現地の契約生産者から野菜づくりの経験や知識を

教えてもらいながら、本社である和郷園の技術との、日タイ双方の栽培方法を融合して行

っている。日本のルールをおしつけるのではなく、タイの生産者の意見を尊重しつつ栽培

方法を決めている。現地事業は成果を上げており、農産品流通の新たなる試みとして注目

される。 
 

（２）近江牛のブランド化と輸出（「近江牛」生産・流通推進協議会、滋賀食肉処理

場等） 

【組織概要】 

「近江牛」生産・流通推進協議会は、 近江牛の生産から流通に至る関係団体（滋賀県食

肉事業協同組合等 10 団体）が連携を図り、 安全・安心で高品質な近江牛の安定的な供給

を推進するとともに、 近江牛の銘柄の高揚、ＰＲに取り組むことを目的とし、近江牛認証

ロゴマークの普及を図っている。 
 

【活動内容】 

 同協議会の近江牛についてのロゴマークは、近江

牛認定書、指定店登録証、枝肉用ならびに精肉用シ

ールに限られていたために、マークの認知とともに

当初の用途以外での使用が目立つようになったため、

使用許諾の厳格化を図った。具体的には、商標使用

許諾者以外のマーク使用の不許可及び認定「近江牛」

指定店だけに限定し、商品広告、掲示物、加工食品

の外装へのロゴマークの使用の細則の規定を行った。 

（出典）和郷園ホームページ 

（出典）「近江牛」生産・流通推進協議会ホームページ 
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 「近江牛」は、滋賀県内で も長く肥育された黒毛和種と定義されており、地域団体商

標として登録されている。これに対して、近江牛の中でも、枝肉格付け、協議会団体の会

員による生産、滋賀県食肉センターまたは東京都中央卸売市場食肉市場・芝浦と場での格

付けの要件を満たすもののみを認証「近江牛」として、ブランド化を促進した。 
 近江牛はシンガポール、マカオ、タイなどに販路拡大しつつあるが、滋賀県食肉センタ

ーは、HACCP 方式による衛生管理などを徹底し、2014 年 5 月には他の 4 施設とともに国

内初のフィリピン輸出食肉取り扱い施設となり、輸出が決定した。ブランドの発展と事業

団体の安定運営の事例として注目される。 
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３．国内レストランにおける食材・食品の調達状況 

 

 国内レストランにおける食材・食品の調達状況を把握するため、海外食文化の代表例とし

て、首都圏のフランス料理店及びイタリア料理店においてヒアリング調査を実施した。その

結果、主要な食材・食品は国内にて調達されているものの、例えばジビエやフォアグラ、キ

ノコ、ワイン、チーズ等のこだわりの食材・食品については、海外現地から直接調達されて

いることが確認された。 

これは換言すれば、日本食レストランの海外展開のさらなる進展に伴い、こだわり（本物

＝日本産）の日本食品・食材の潜在需要が相当程度あるものと期待され、海外プロモーショ

ンの戦略的展開や商品供給力の強化、物流体制の構築など、拡大する海外需要に対する適切

な対応が求められる。 

 各ヒアリング調査の詳細は以下の通り。 

 

（１）フランス料理編 

【場所】ル・グランブル キュイジーヌフランセーズ（東京） 

①肉類の調達 

○牛肉については、海外では仏産のシャローレ牛（赤身）などがある（日本政府は 2013
年 2 月に BSE 関連の牛肉輸入規制を緩和し、仏、蘭からの輸入が再開されている）。質

と価格とのバランスや顧客の和牛人気などからやはり国産牛が多い。なお、ランチ（ハ

ンバーグ）用の牛肉については、豪州産ブロック肉をひいて使用している。 

○豚肉については、国産をメインとしている。場合によってはスペイン産のイベリコ豚な

どを使うこともあるが、流通ルートが限られること、1 ロットの注文量が多いこと（枝

肉単位）等からあまり頻繁ではない。 

○鶏肉については、仏産が多い。ランチ用で国産を使うこともある。海外食材については、

取引業者からチルドまたは冷凍で仕入れる。特に鴨肉については、国産も一部あるが各

部位（胸、腿等）を含めて仏産の方が優れており、仏産を 100%使用している。フォアグ

ラについても仏産メインである。 
○羊（仔羊）については仏産が望ましいが、輸入停止中のため調達することができない。

現在は豪州産を使用している。 

○ジビエ（キジ、鴨、鳩、兎等）については、仏産が多い。国産では青森や長野、北海道

が主である。鹿の場合、当店では北海道のエゾシカを使っている。熊や猪等は皮をむし

り取る必要があるが、鹿の場合は既に皮を剥いてあり、また癖もないので使い易い。ジ

ビエは血を食べるものなので、質の高い仏産をチルド輸入することが多い。また 近で

は半飼育したものも出回っている。 

○生ハムについては、イタリアのプロシュートやスペインのハモン・イベリコ等を取り扱

うことは一部あるがごく限られている。なお、当店ではシェフがあまり手を入れる必要

のないもの（例：生ハム、キャビア等）を取り扱うことは少ない。 

 

②魚介類の調達 

○お店の立地場所（銀座）もあり、魚介類は全て築地で自らの目で直接確認し仕入れてい

る。スモークサーモン用の紅鮭については、カナダ産かロシア産があるが、当店ではカ

ナダ産を築地で仕入れている。以前は一時期産直を行っていたが、魚種や仕入量等が水

揚げに左右されること、輸送コストが結構かかること等から、現在は築地で仕入れるよ

うになった。 
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○日本周辺では韓国や中国等の漁船と操業地域が重複しており、魚介類そのものには国産

も外国産もないが、国産は捕獲～活締め～流通等における魚の取扱いが異なり、鮮度が

大きく異なる。当店では顧客から人気があり、かつ鮮度持ちが青魚より良いタイを扱う

ことが多い。なお、外国産魚介類について、国内で入手困難なもの（例：ドーバー海峡

の舌平目、エイ、ブルターニュのオマールエビ等）については、顧客からの要望に応じ

て空輸することがあるが価格は高い。 

 

③野菜類の調達 

○ほぼ全て国産を使用している。なお、一部例外として白アスパラガスは仏産、芽キャベ

ツはオランダ産を使用している。国内のアスパラガス産地は香川か北海道になるが、国

産は味が弱い。仏産はアクがあり手間もかかるが、土壌等の違いもあり味が遥かに良い。 

○キノコ類（トリュフ、セップ、シャントレル（アンズダケ）等）は天然物であり国内で

入手困難なため、90%以上仏産を使用している（チルド空輸で仕入れ）。なお、ポルチー

ニ等については伊産を使用している。 

 

④米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○米（リゾット用）は米国産（カリフォルニア米）を使用している。リゾット用なので国

産米よりも適している。価格や商品内容、残留農薬等をよく吟味した上で使用すること

にした。 

○当店では天然酵母の自家製パンをつくっている。小麦粉は国産の方が価格は高いが、風

味（旨み）が豊かなため、外国産と国産（北海道）をミックスして使っている。なお、

一部製品については仏産を半製品で仕入れ、お店で焼き上げている。 

 

⑤チーズ、ワイン、パン、パスタ等の調達 

○チーズは仏産と伊産が主である。なお、ラザニア用（焼物系）のグラナ、生食用のパル

ミジャーノはいずれも伊産を使っている。パスタは伊産の乾麺を使っている。 

○ワインは仏産がメインで、テーブルワイン等で伊産も一部取り扱う。リストでは仏ワイ

ンのみ掲載し、顧客からのリクエストに応じてリストに掲載していない伊ワインを出す

こともある。赤ワインの煮込み料理等では西産や伊産の濃い目のワインも使うことがあ

る。 

 

⑥調味料の調達 

○価格と質のバランスを考慮し、塩は博多の焼塩を使っている。なお、パスタを茹でる際

の塩は伊産の海塩を使っている。 

○バターは国産を使っている。外国産（仏産等）で美味しいものがあるが、関税の関係上、

価格が高過ぎる。 

○酢（ワイン・ビネガー等）は仏産や西産、マスタードは仏産を使っている。 

○ハーブはフレッシュなものが望ましいので国産をそのまま、或いは乾燥させて使ってい

る。 

○仏料理ではフォンド・ボーに基づき、素材の良さをストレートに生かすことを重視して

いるため、香辛料はあまり使っていない。中華料理やインド料理等とは方向性が異なり、

仏料理ではあまりスパイシーなものは好まれない傾向にある。 
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⑦食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○肉類の仕入れについて、当店のようなオーナーシェフが経営している小規模店では、食

べ頃を自ら調整できることもあり、チルド肉を仕入れることが多い。大規模店では冷凍

肉を一括仕入することが多いように聞いている。なお、当店では大量生産や遺伝子組換

飼料、抗生物質等への懸念から、お店のポリシーとして米国産肉類を取り扱わないこと

としている。 

○原産地証明について、手間はかかるが差別化の観点から意味のある取組であり、出所の

明確化を今後とも積極的に推進すべき。日本では業者がこうした取組（例：関アジ、関

サバ、関タイ等）を行っており、海外では AOC/AOP などの制度に依っている。なお、

当店のレンズ豆のスープは明示していないが仏ピューイ産のものを使っている。 

 

聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（フランス料理編） 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎（和牛） △（豪） ﾗﾝﾁ用に豪州産を一部使用 

豚 ◎ △（西等）  

鶏 △ ◎（仏） 特に鴨（ﾌｫｱｸﾞﾗ、各部位）は仏産が
良質。ﾗﾝﾁ用等に国産を一部使用 

羊（仔羊） ― ◎（豪） 仏産は輸入停止中 

ジビエ △ ◎（仏） 国産はｴｿﾞｼｶ、仏産はﾁﾙﾄﾞ空輸が
主 

生ハム ― ◎（伊、西） 店での取扱は少ない 

魚
介
類 

紅鮭 ― ◎（加） 築地で自ら仕入れ 

舌平目 ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾄﾞｰﾊﾞｰ海峡産） 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外 ◎ ― 築地で自ら仕入（ﾀｲ等） 

野
菜
類 

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ､ﾚﾝｽﾞ豆 ― ◎（仏） 国産より良質 

芽キャベツ ― ◎（蘭）  

キノコ類 ― ◎（仏等） 国内では入手困難 

上記以外 ◎ ―  

米
・穀
物
類

米 ― ◎（米） ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾌｫﾙﾆｱ米を使用 

小麦粉（パン用） ○（北海道） ○（米、加等） 天然酵母パン用に外国産と北海道
産をﾐｯｸｽして使用 

チーズ ― ◎（仏、伊）  

パスタ ― ◎（伊） 乾麺を使用 

ワイン ― ◎（仏、伊） 仏産が主、伊産はﾃｰﾌﾞﾙﾜｲﾝ等で
一部使用 

調味料 ○（塩、ﾊﾞﾀｰ、
ﾊｰﾌﾞ等） 

○（ﾊﾟｽﾀ用塩、
酢、ﾏｽﾀｰﾄﾞ等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・安全性への配慮（残留農薬、遺伝子組換、原産地、流通経路等） 

・食品・食材の質へのこだわり（チルド食材の仕入等） 

・価格と質とのバランスの重視（国産・外国産の使い分け）など 
 

※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 



- 54 - 

（２）イタリア料理編 

【場所】トラットリア元町（横浜） 

①肉類の調達 

○基本的には国産を中心に使用しているが、国内で入手困難なものについては顧客か

らのリクエストや店内イベント、輸入業者からの紹介等に応じて海外産を輸入・使

用している（例：鴨、野鳥、イノシシ等のジビエについては、欧州産の方が時期が

若干早い（欧州産は 11～12 月頃、国産は 1 月頃より）こともあり、仏産やスコット

ランド産を使用）。 

○生ハムについては、価格面や店内での準備等の手間を考慮し、カナダ産のスライス

を使用している。 

 

②魚介類の調達 

○肉類と同様ではあるが、例えばオマールエビについては、カナダ産が一般的だが、

ブルターニュ産は高価ではあるものの味わいや美味しさが大きく異なるため、顧客

からのリクエストや店内イベント等に応じて輸入・使用している。 

 

③野菜類の調達 

○基本的に肉類・魚介類と同様ではあるが、キノコについては伊産を使うことが多い

（例：ポルチーニ、トリュフ等）。ピエモンテ地方は質の良いキノコが多く取れる地

域であり、伊現地の知り合いに依頼し、入手することもある。 

○日本にも質の高いキノコは沢山あるが、関西・中国地方で採れるものが多いため、

関西の料亭等でとまってしまい、関東には入って来ない（関東では東北地方が中心）。

その他では、中国産や豪州産のトリュフも試しているが、香りや味が今一つである。 

 

④米・穀物類（小麦粉等）の調達 

○リゾット用の米は仕入や質等に応じて国産と外国産を使うものの、基本的には国産

を使うことが多い。なお、外国産はイタリアのカルナローリを使うことが多い（国

産米に比べ米粒が大きいものの味は国産米に近い。価格は国産＜伊産）。 

○ピザ用の小麦粉については、ナポリ産の薄力粉を使っている。イタリアでは南部と

北部で考え方が異なり、南部ではピザだけを食べるケースが多いが、北部では食事

と一緒に食べることが一般的である。当店ではパスタをメインとしていることもあ

り、ピザは南部風の軽く食べられるものを出している。 

○パスタ用の小麦粉については、デュラム小麦のセモリナ粉のみを使用している。試

行錯誤した結果、現在では国内製粉会社のセモリナ粉（S-1 グレード・カナダ産）を

使用している。他店では、通常はもっと低いグレードのセモリナ粉を使い、つなぎ

のため小麦粉を混ぜることが多いが、当店ではデュラム小麦のセモリナ粉を 100%使

用し、特殊な専用機械で 700～800 キロの圧力をかけてパスタをつくっている（イタ

リアでは「パスタ」の定義は「デュラム小麦のセモリナ粉 100%」であること）。な

お、生パスタではあるが卵は使っていない。 

○また、当店のパスタには、麺同士がくっつかないようにするためにマンナンを入れ

ている。乾燥しにくくなり、しなやかな状態が長持ちする上に、圧力をかけてつく

っていることで麺に独特の歯応えが出てくる。なお、当店のパスタはセモリナ粉そ

のものの色（若干黄色）であるが、これにトマトを加えて赤色にするなど、いくつ

かの色のものをつくっている。 
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○パン用の小麦粉については、主に米国産などを小売店で調達している。パスタをメ

インにしているため、軽いパンに仕上げたいため薄力粉を使っているが、香りを出

すために先ほどのナポリ産とブレンドするなど、こだわりを持って自家製パンをつ

くっている。 

 

⑤チーズ、ワイン、パン、パスタ等の調達 

○ワインについては、コストパフォーマンスに優れる海外産（伊、仏、西、独）を中

心に取り扱っている。なお、近隣のワイン知識の豊富な酒屋を紹介いただいたこと

をきっかけとして、現在は酒屋からお奨めがあれば紹介いただき、テイスティング

等を経て仕入れている。 

○チーズについては、様々な取扱業者があるものの、伊産を中心に使っている（パル

ミジャーノ、ゴルゴンゾーラ、モッツアレラ等）。以前に国産のモッツアレラ（乳牛）

を使ったことがあるが、本来は水牛を使用していることもあり、日本人向けに特有

のクセ（香り、味等）がマイルドになっていたが、シェフはクセのあるものの方を

好むことが多い。また、どの料理にどのように使うのかも重要な点である。 

 

⑥調味料の調達 

○オリーブオイルは生産国のみならず、色合い、香り、旨み、価格、グレード、用途

（サラダ、カルパッチョ、炒めもの等）が多様であり、色々なものを使っているが、

基本的には海外産（伊、西等）を中心に使用している。 近仕入れたイスラエル産

はかなり良かった。以前に国産を使っていたことがあるが、価格が高い上に原料の

オリーブを一部輸入していることを聞き、現在は使用していない。 

○バターについては、国産の発酵バターを使うことが多い。外国産は質は高いが関税

の関係上、国産の 3～4 倍程度高価であり価格面から使うのは難しい。ケーキは国産

の無塩バターが主である。良いものは香りづけのため少しだけ使うとさわやかなバ

ターソースに仕上がる。 

○酢は国産をピクルス用等で使用している。バルサミコは伊産が中心である。 

○菜種油は国産を仕入れており、仕上げや揚げ物などで使用している。 

○塩は単なる塩味だけではなく、ミネラル分を豊富に含んでいるもの（国産または海

外産（中東等））を使用している。 

 

⑦食品・食材の国内及び海外からの調達における主な留意点 

○イタリア料理とフランス料理は似ている部分が多く、食材を取り扱っている輸入業

者が同じであるケースも多い。大手ホテルに十数年勤務していた関係から、様々な

業者とつながりを持っており、これまでの経験を踏まえ構築したネットワークを有

効活用している。 

○イタリア修行時の経験から、イタリアでは各土地で取れる食材を使うことを原則と

しており、地元のものを大切に取り扱う。こうした考え方を踏まえ、当店ではでき

る限り日本の食材を活用したイタリア料理をつくることをポリシーとしている。 

○日本は食材に恵まれており、優れたものが数多くあるが、 近では食材自体にパワ

ーの無いものが多い。食材に力があれば味わいが出てくるため、塩分など調味料を

減らすことができ、近年のヘルシー志向にもマッチする。 
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聞き取り先レストランにおける食材・食品の調達状況一覧（イタリア料理編） 

食材・食品名 国産 外国産 備考 

肉 

類 

牛 ◎ ― 国産を中心に使用 

豚 ◎ ― 国産を中心に使用 

鶏 ◎ △（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ
ﾄﾞ） 

鴨は欧州産が主。他は国産を使用 

ジビエ △ ◎（仏、ｽｺｯﾄﾗﾝ
ﾄﾞ） 

欧州産の方が国産より時期が若干早
い 

生ハム ― ◎（加） 価格面や店内での準備等の手間を考
慮 

魚
介
類 

オマールエビ ― ◎（仏） 国内入手困難（ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産） 

上記以外の魚介類 ◎ ― 国産を中心に使用 

野
菜
類 

キノコ類 ― ◎（伊） 国内入手困難 

上記以外の野菜類 ◎ ― 国産を中心に使用 

米
・穀
物
類 

米 ◎ △（伊） ｺｼﾋｶﾘが主。ﾘｿﾞｯﾄ用にｶﾙﾅﾛｰﾘを使
用 

小麦粉（ピザ用） ― ◎（伊） ﾅﾎﾟﾘ産薄力粉を使用 

小麦粉（パン用） ― ◎（米等） 小売店調達またはﾐｯｸｽして使用 

小麦粉（パスタ用） ― ◎（加） ﾃﾞｭﾗﾑ小麦ｾﾓﾘﾅ粉 100%＋ﾏﾝﾅﾝ使用

チーズ ― ◎（伊） ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ、ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ、ﾓｯﾂﾚﾗ等 

ワイン ― ◎（伊、仏、西、
独） 

ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに優れる外国産を調達

調味料 ○（ﾊﾞﾀｰ、酢、
菜種油、塩等）

○（ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、
ﾊﾞﾙｻﾐｺ、塩等） 

価格と質とのﾊﾟﾗﾝｽを考慮 

食品・食材調達上の留意点 ・食材（特にパスタ）へのこだわり 

・日本食材を活用したイタリア料理をつくること（地産地消の重視） 
  

 ※◎主に使用、○使用、△一部使用、―該当なし 
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Ⅳ．有識者による検討会・分科会の開催 

 

食文化等の専門知識を有する学識経験者や食品産業関係者等の有識者を交えた「検討会」

及び「分科会」を設置し、日本食文化の維持・継承及び海外への日本食文化の普及等の取組

の今後の方向性について検討した。検討内容は以下の通り。 

 

１．検討会の開催 

 

（１）検討会委員名簿 
 

 荒 牧
アラマキ

 麻
アサ

子
コ

 食卓プロデューサー、管理栄養士  

 石 川
イシカワ

 英
ヒデ

機
キ

 農林中央金庫農林水産環境事業部長 

 岡 本
オカモト

 義
ヨシ

行
ユキ

 法政大学大学院政策創造研究科研究科長 

 北 川
キタガワ

 浩
ヒロ

伸
ノブ

 （独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）生活文化・サービス産業

部生活文化産業企画課長 

 熊 倉
クマクラ

 功夫
イサオ

 静岡文化芸術大学学長 

 黒田
クロダ

 善 徳
ヨシノリ

 （有）オネスト・ジョン・ジャパン代表取締役（元欧州ヤクルト

総支配人・社長・会長） 

 西 藤
サイトウ

 久三
ｷｭｳｿﾞｳ

 （一財）食品産業センター理事長 

 佐
サ

藤
トウ

 英
ヒデ

成
ナリ

 伊藤忠商事（株）食品流通部門長補佐（兼）食品流通部長 

 鈴
スズ

木
キ

 喜
ヨシ

博
ヒロ

 ハウス食品 グループ本社（株）国際事業本部国際事業開発部長 

○ 寺 島
テラシマ

 実 郎
ジツロウ

 （一財）日本総合研究所理事長 

 友 永
トモナガ

 伸
ノブ

宏
ヒロ

 （株）ローソン商品・物流本部カウンターＦＦ部長 

 福
フク

田
ダ

 育
イク

弘
ヒロ

 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 

 増
マス

田
ダ

陸奥夫
ム ツ オ

 （一社）日本食農連携機構理事長 

 村 松
ムラマツ

 功 一
コウイチ

 クールジャパン機構（（株）海外需要開拓支援機構）経営企画・

管理グループ財務部長 

 

○座長  （50 音順、敬称略、14 名） 
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（２）第１回検討会概要（平成 26 年 9 月 24 日開催） 

１）主な議事 

  ・欧州・アジア現地調査（イタリア、フランス、スペイン、ノルウェー、タイ）の要点

報告 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略策定上の主な論点の提示 

 

２）主な指摘事項 

①フランスにおける食文化継承・普及の取組 

○フランスにおける味覚教育のあり方（子ども対象、推進役（フードコーディネーター、

料理人等）対象）を含めるべきではないか。 

○フランスにおける取組を考える際には、乳製品など農産物の輸出に係る補助金の位置づ

け・評価をどのように考えるべきかが重要な論点の 1 つ。また、フランスでは評価（ミ

シュラン等）が国家戦略の一つとなっているが、個別の評価政策が全体の中でどのよう

に位置づけられているかを確認すべき。 

○我が国の食文化継承・普及を考える上で、フランスにおける長期にわたるブランド化への

取組や食文化普及のための各種政策のレビューが必要ではないか。 

○フランスでは若手料理人に対する勲章制度があり、受章者は注目を集めるとともに、高

いプレステージを得ることになる。日本ではどちらかというと勲章は高齢層向けの名誉

的な意味合いが主であるが、フランスでは食文化政策の一環として位置付けられている。 

 

②イタリアにおける食文化継承・普及の取組 

○個別の動きと全体の動き（例：スローフード運動と食生活の実態等）をどのように区分

け・評価するかという問題がある。政策として行われているものと文化的背景がなかな

かうまく区分けできない（文化的背景の考慮が必要）。政策だけを取り上げると、どうし

ても文化の背景がぼやけ、よくわからなくなる。 

○食文化に係る各国の取組と日本国内における実態（食材の調達、スローフード運動、ノ

ルウェー産魚介類のトレーサビリティ等）は、具体的にどのようにつながっているかを

検証すると、１つのヒントになるのではないか。 

 

③日本における食文化継承・普及の取組 

○日本食・食文化の海外展開にあたっては、日本食材・食品を各国に確実に届けられる物

流体制（サプライチェーン、コールドチェーン）の確立が不可欠。日本から輸送しても

物流網が整備されていなければ相手国内で流通しない。 

○日本の食文化を考える際には、まずその根本となる日本食の定義づけ・価値づけ（シン

プル、ライト、物語、家庭・家族の愛情、日本料理大全の作成）を明確にすることが必

要。 

○日本食・食文化の海外展開にあたっては、輸出拡大上の諸課題（日本で作っていない日

本食材の流通、ハイエンドのみではなくマスも含めたアプローチ、家庭への浸透による

リピートの継続等）をどのように考えるべきか検討が必要。また、世界的な長寿国とい

う点をバックボーンとした食生活、医療等の普及促進も効果的ではないか。 

○日本食・食文化を海外に普及させるためには、日本食文化（感謝する文化）の理念・哲

学の確立を図るとともに、海外で日本食・食材を説明できる人材、料理人の育成が必要。

また、日本食文化を外に向かって継続的に語っていく（発信していく）ことが重要（外

に語ることにより自らの自覚を促す）。 
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○海外では、日本の食文化をそのまま提供するエリアと、相手の食文化に迎合していくエ

リアがあり、大きな展開の中で現地事情等を踏まえた検討が必要（例：タイでは日本風

カレーがマーケットを拡大する一方、お茶は甘味のあるものが浸透するなど、本来の味

とローカリゼーションとのバランスのあり方）。メリットは継続的に市場が期待できるこ

と、デメリットは市場に浸透するまで非常に時間がかかることである。 

○日本食・食文化の海外展開にあたっては、主体と客体をよく考えた上でマーケットプロ

モーションをしないと、押しつけになる可能性が高い。主客をよく考えるということは

コミュニケーションの第一歩である。 

○消費者への適切な情報提供を通じた選択肢の提供（安全・安心・美味しさに対する付加

価値の認識向上・普及等）が重要。 

○産業観光への結びつけが重要。例えばうどんであれば四国、牛乳であれば北海道など、

産業観光まで結びつけられれば、 終的に生産者も喜ぶのではないか。 

○3.11 以降、海外各国が日本産品の輸入禁止や規制をしており、現在の海外における輸出

入規制の把握・整理が必要。 

 

 

（３）第２回検討会概要（平成 26 年 10 月 8 日開催） 

１）主な議事 

  ・検討会・分科会における指摘事項について 

  ・日本食・食文化の海外普及戦略（草稿案）について 

 

２）主な指摘事項 

①整理項目（体系立て）について 

（日本食・食文化の理念・定義づけ） 

○日本食・食文化の理念や定義づけは重要な部分なのでまず深掘りすべき（例：CM 等の限

られた時間内でアピールすべき突き詰めたものは何か）。 

○日本食・食文化の理念の実態が明確になっておらず、既存成果を踏まえた明確化が必要。

その際、地域性（例：仏のテロワール等）や時間軸としての季節性（オリジナリティと

して）を取り込むことが望ましい。 

○新しい日本食・食文化政策や戦略を考える材料とするため、日本食・食文化の定義や優

先順位等について、具体的にどのようにあるべきか明記することが必要。なお、インバ

ウンドの強化については、観光庁の考えも確認した上で調整を図りたい。 

（総論／各論の整理の視点） 

○既に実施している事業の改善・改良で対応できるもの、これまでにやっていない新しい

ものに分けると分かりやすい。また、政府と業界団体、企業等の役割・分担が明確にな

ると良い。 

（その他） 

○食文化はライフスタイルの上に成り立っているものであり、生活の中での食のウェイ

ト・位置付け（時間のかけ方、食べ方等）をもう少し表現すべき。日本人にとっての食

を海外へ打ち出す際には、ヘルシーさ等に翻訳する方が分かりやすいのではないか。 

○世界的な日本食ブームに対応するためには、その根幹となる食料供給力の問題について

の検討が必要。そのためには、日本食料理人の教育、認証等の拡充が重要。 

○日本における認証制度の可能性について、特定地域の特徴的な大型商品が量的に確保で

きないと難しい。具体的に輸出拡大にどのように結び付けるかが課題。 
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○生産から消費までの一貫したロジスティクスを構築する良いチャンスではないか。商品

のパック技術や野菜の冷蔵・冷凍／乾燥技術の開発など、さらなるイノベーションの進

展も重要。 

○海外現地での食材確保が困難とのことだが、日本国内で輸出に関心のある農業法人は多

いため、具体的にどのように輸出に結び付けるかがポイント。 

 

②より優先すべき柱立て（重点項目）について 

（対象（ターゲット）の絞り込み） 

○あれもこれもではなく、仕向け先（レストラン等の外食なのか、家庭なのか等）や商品

（例：ワイン、オリーブオイル等）を分けて絞った形で議論すべき。なお、商品の選定

にあたっては、地域性のある特徴的な尖ったものを見つけ出せるかがポイント。 

○家庭や外食（レストラン等）、中食等、何をターゲットにするのか明確にすることは重要。 

○外食（レストラン）や家庭など、何をストロングポイントとするのか、基本の流れを整

理することが必要。ハイエンドレストランでのプロモーションとともに、マス（家庭）

への浸透を図っていくことが重要。接点を多くすれば本物が食べたくなるはず。 

○ターゲット（対象）として、収入や学歴等からどの社会階層を狙うのか明確にすべき。

パリの中華は中の下が対象だが、日本食は文化の正当性をより重視する知的階層を狙っ

た方が効果的ではないか。なお、その際 近の動き（例：パリでのタパス化の進展等）

をよく見極めることが必要。 

○中長期的には輸出拡大のための重点商品があってしかるべき。海外ではワイン、チーズ、

ハム等があるが、日本では日本酒、お茶、調味料等が重点候補となり得る（その次に加

工食品→海外生産といった流れになるはず）。 

○素材輸出の発信の一環として、仏ボキューズ委員会などの世界的コンペティションに積

極的に働きかけ、例えば日本産魚介の活用可能性を探るといった取組が必要ではないか。 

○ベストレストラン 50 など、海外のハイエンド層やオピニオンリーダーへの働きかけが効

果的。 

 

（国・地域別戦略の細分化） 

○地域ごとに重点は異なるはず。何にフォーカスするかが重要（例：アジアでは幅広い商

品の可能性があり得るが、欧州では畜産加工品に限定されるなど）。 

○国によって食文化・政策が異なる（例：アンダルシア産オリーブオイルの高級品は欧州

向けが大半であるが、アジア向けは品質の低いものが中心等）ため、きめ細やかなプロ

グラム立てが必要。 

 

（その他） 

○海外進出に際しては、相手国における適切なパートナー探し（国、企業、団体等）やコ

スト面でのサポートがあることが望ましい。 

○手で食べる文化（例：焼き鳥、寿司、おにぎり等）にフォーカスし、アピールするとと

もに、 終的にはお箸へ展開していく流れが良いのではないか。 

 

③時間軸の観点からの整理の必要性について 

○直ぐにできるもの（例：グランドデザイン、関係機関・省庁の調整等）と中長期的に対

応が必要なものを分けた上で前者に着手すると、より具体的な成果が期待できる。 

○時間軸の観点はやはり必要。ミラノ万博をきっかけとしたモデルケースの展開は、万博
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開催後に取組の成果が活きてくることが望ましい。 

○時間軸については、東京オリンピック・パラリンピックを見据えたインバウンドの強化

に向けて、日本国内での訪日外国人の消費実態の把握が必要（何が課題か等）。 

○時間軸の観点から東京オリンピック・パラリンピックを見据えると、ハラル対応等の宗

教基準は１つの重要な売り条件であり、こうした点への的確な対応が必要。 

○アクションプランの具体化として、インバウンドの強化（統合型リゾート、アグリ・ツ

ーリズムの実現等）により、ハイエンドを引き付ける観光立国モデルづくりが必要。 
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２．分科会の開催 

 

（１）分科会委員名簿 

 

 １）欧州（イタリア、フランス、スペイン、ノルウェー）分科会 

 磯
イソ

部
ベ

 泰
ヤス

子
コ

 学校法人学習院学習院マネジメント・スクール事務局長 

○ 岡 本
オカモト

 義
ヨシ

行
ユキ

 法政大学大学院政策創造研究科研究科地域研究センター副所長 

 黒
クロ

田
ダ

 善 徳
ヨシノリ

 （有）オネスト・ジョン・ジャパン代表取締役 

   （元欧州ヤクルト総支配人・社長・会長） 

 小
コ

山
ヤマ

 裕
ヒロ

久
ヒサ

 料亭「青柳」主人 

   （2010 年フランス共和国農事功労章オフィシエ授与） 

 田
タ

村
ムラ

 穗
ホ

積
ズミ

 （株）ロベルテ代表取締役専務 

 林
ﾊﾔｼ

屋
ヤ

 明
アキ

夫
オ

 カタルーニャ州政府投資促進局東京代表事務所所長 

 ニコラ・ベルトレ 在日フランス大使館経済部農務副参事官 

 前 原
マエハラ

 創
ソウ

 三井物産（株）食品事業本部食糧本部戦略企画室室長補佐 

 

○主査  （50 音順、敬称略、8 名） 
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 ２）アジア（タイ・韓国）分科会 

○ 遠 藤
エンドウ

 元
ゲン

 大東文化大学国際関係学部准教授 

 酒
サカ

井
イ

 美代子
ミ ヨ コ

 アジア食文化研究会会長、スタジオ・アロイ主宰 

 本
ホン

田
ダ

 朋
トモ

美
ミ

 （株）つながるハングル代表取締役 

 山
ヤマ

田
ダ

 研
ケン

 辻調理師専門学校副校長・教育本部本部長 

 

○主査  （50 音順、敬称略、4 名） 

 

 
 ３）アジア（日本）分科会 

 遠 藤
エンドウ

 元
ゲン

 大東文化大学国際関係学部准教授 

 小
オ

倉
グラ

 朋
トモ

子
コ

 (株)トータルフード代表取締役、フードプロデューサー、亜細亜

大学講師 

○ 黒
クロ

田
ダ

 善 徳
ヨシノリ

 （有）オネスト・ジョン・ジャパン代表取締役 

   （元欧州ヤクルト総支配人・社長・会長） 

 下渡
ｼﾓﾜﾀﾘ

 敏
トシ

治
ハル

 日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科教授 

 山
ヤマ

田
ダ

 研
ケン

 辻調理師専門学校副校長・教育本部本部長 

 

○主査  （50 音順、敬称略、5 名） 
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（２）第１回欧州分科会（平成 26 年 8 月 8 日開催） 

１）主な議事 

・調査概要の説明 

  ・欧州現地調査（イタリア、フランス、スペイン、ノルウェー）の報告 

  ・今後の日本食普及における参考点の聖地、海外普及戦略（素案）の提示 

 

２）主な指摘事項 

①日本食・食文化の海外普及戦略 

○海外普及戦略では、どういうところに主軸を置くのかということが非常に難しい問題。

変化していく世界の中で、どうやって精鋭化して、世界に打っていくのか考えることが

必要。 

○日本食・食文化プロモーションの「基本指針」を考える上で、日本食文化を伝えたいの

か、日本料理を伝えたいのか、日本食品を売りたいのか、農産物を売りたいのか、その

仕訳が必要。 

○家庭やレストラン、どこに普及させることを目的とするのか、料理、食品、食材など何

をターゲットにするのか、まとめ方についてはもう少し検討の余地あり。 

 

②日本食文化の理念・哲学の確立 

○日本の食文化や風土、歴史の中から、世界に広まる哲学をつくって広めていく。その上

で、料理は料理、食品は食品で売り込んでいくことになる。日本食文化のアイデンティ

ティとして、世界に通用する哲学が必要。 

 

③日本食文化における「和食」と「日本料理」 

○日本が料理を文化として捉えているならば、それは「和食」ではなく「日本料理」であ

る。ラーメンや餃子、鉄板焼きなどを含めた「和食」ではなく、「日本料理」をきちんと

分類することが必要。漆食器や掛け軸など世界に比類なき文化であり、世界中が日本を

真似してもらえるようになるべき。日本料理の一番素晴らしいところは際だっていると

ころであり、そこが日本人の一大特徴であると思う。 

 

④原産地証明制度 

○フランスでは、アペラシオン・コントロール（AOC/AOP）で各商品の原産地（地理的表

示）を証明している。世界的には、透明性やトレーサビリティとともに、歴史や物語、

経験などをあわせてプロモーションしていくのが今後のグローバル・アプローチになっ

ていくだろう。 
○原産地呼称（AOC/AOP）は商品の良し悪しを評価せずに産地のみを証明している点が良

い。 

○スペインも EU に加盟した時は、原産地証明の対象商品は 10 程度だったが、今は 220
以上ある。一旦認証されると生産者も誇りを持ち、伝統的な方法で生産するようになる。 

○カタルーニャ州では、 近は食関連のビジネス案件が以前よりも増えてきており、バル

やタパスなどスペイン料理・食文化への関心が高まりつつある。 

 

⑤和牛販売戦略 

○「和牛」という言葉の使用に対するきちんとした対応ができておらず、今のところ類似

の言葉が 20 くらいあり整理がつかない状態。現下の状況では、DNA 鑑定により純粋和
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牛を定義づけ、DNA 検査により日本の本当の和牛として主張するしか手段はなく、その

他を排除することは困難。 

 

 
（３）第２回欧州分科会（平成 26 年 9 月 19 日開催） 

１）主な議事 

・第１回欧州分科会及び第１回検討会における指摘事項の確認 

・日本食・食文化の海外普及戦略（案）について 

 

２）主な指摘事項 

①日本食・食文化の海外普及戦略 

○日本食・食文化の海外普及戦略のモデルケース（例：問題意識、対象国・市場等の選定、

アプローチの方法・手順等）を構築すると、より分かりやすいのではないか。なお、2015
年のミラノ万博を 1 つのきっかけとして、パイロット・モデルを試行的に進めることも

一案。 
○海外普及戦略のグランドデザインが無いために混乱しているのではないか。関係者の認

識や方向性などを共有するため、まずグランドデザインを策定すべき。 

○我々が目指すべきベンチマークはどこに設定すべきか。特定の商品もあるが、フランス

料理やイタリア料理のように、 終的には日本料理そのものを世界展開させることが 1

つの大きなゴールではないか。 

○欧州・アジアでの日本食の物流体制（サプライチェーン／コールドチェーン）の構築に

おいては、需要（市場）が先か、物流整備が先かという議論があるが、日本食マーケッ

トは既に存在しており、後は誰がどのように進めるのか（個人的努力のみに依存するの

か、組織的にサポートするのか）が課題。 

○利益が期待できるところは民間が自らの判断で進めるが、利益が期待できない部分は政

府のサポートがないとやはり難しいため、官民両者の仕分が必要。少なくとも役割分担

が明確になると次に進みやすくなる。 

○和食の海外普及にあたっては、対象とする地域を検討すべき。例えば、フランスでは南

仏地方はバカンスを過ごす憧れの地であるが、このように楽しい気分の時に楽しく食べ

られる場所が適しているのではないか。 

 

②和食／日本料理の定義 

○和食／日本料理の範囲について、どこまで含めるかという議論があるが、 終的には良

いなと思わせるものがどれくらいあるかで決まるので、高級料理のみではなく B 級グル

メがあっても良いはず。和食／日本料理は大きくてなんでも入れられる「どんぶり」の

ようなもので良いのではないか。 

○和食／日本料理の定義を考える際には、日本の歴史や技術など、世界に誇れる日本を代

表するものを入れておくべきではないか。 

 

 

（４）第１回アジア（タイ・韓国）分科会（平成 26 年 9 月 24 日開催） 

１）主な議事 

・調査概要の説明 
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・欧州現地調査（タイ、韓国）の報告 

・日本食・食文化の海外普及戦略（案）について 

 

２）主な指摘事項 

①味覚センサー活用 

○現在日本で製品化されている味覚センサーは、相対比較のみの機能であることから味覚

の測定には不十分である。タイの味覚センサーのような製品があるのであれば有用であ

り、活用したい。味覚センサーで日本食の標準化メニューが開発できれば、将来的には

世界各地の地域ごとの味覚特性を考慮し、味に関する許容範囲（アロ―ワンス）を設定

することも可能。 

 

②日本食の季節感 

○食の「季節感」は、日本食の特徴であり、日本食の良さでもあることから、日本食を世

界にアピールするポイントとして、日本食の「季節感」をアピールするとともに、日本

の食文化が食の「季節感」を大切にしていることを訴求すべきである。 

 

③プロモーションの明確化 

○プロモートするのは日本食文化なのか、日本食・日本食品なのか、明確にする必要があ

る。日本食文化をプロモートするとなると、日本の食文化のイメージ向上→伝統的な日

本食に焦点を当てる→高級品・高級化、と続き輸出促進には結びつきにくいという流れ

になってしまう。こうしたことを考慮して、何をプロモーションするかを明確にするこ

とが重要である。 

 

④結束の重要性 

○イタリアがスローフードを一致して推進している背景には、1980 年代のイタリアワイン

危機においてイタリアのワイン業界が結束したことがある。この時イタリアワイン業界

は、ワインストックを食科大学に預ける等の行動を一致して取った。日本の食品業界に

このような結束力があるかどうかが問われている。 

 

⑤食材と解説（情報提供）のパッケージ戦略 

○フランス食品の海外商談等窓口である SOPEXA には、ボルドーワイン協会等が背後から

支えており、例えば展示会等にワインを提供する際には、ワインの展示だけではなく、

ソムリエや専門家等がさまざまな解説・情報提供を行える体制を取っている。日本も食

材等を売り込む際には、食材だけでなく解説や情報提供ができる専門家とパッケージで

海外の展示会等に出さなくてはいけない。 

 

⑥長期的視野に立った投資 

○フランスのフォアグラメーカーは、無料で海外の料理学校等の講師を招き、フォアグラ

に関する研修を施すとともに歓待する。その返礼として帰国後に、各料理学校でフォア

グラの講義を行うとともに、将来シェフになる学生にフォアグラのメニューやレシピ開

発を義務づける。このようにフォアグラの消費拡大を狙った長期的な投資を実施してお

り、日本もこうした視点で投資を行うべきである。 
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⑦組織化の必要性 

○韓国では韓食に関する情報発信等を専門に行う韓食財団がある。日本も定期的継続的に

和食の良さを発信するためには、こうした食文化の普及を一元的に行う専門組織が必要

である。 

 

⑧食文化普及の段階的戦略 

○日本では韓流ブームを通して、「サンギョプサル」がどのような料理であるかが認識され

たが、これが第 1 歩である。次いで、これを求めて消費者はコリアタウンに行き「サン

ギョプサル」とともに他の料理も食べ、韓国料理の認知度が更に高まる。このように段

階を踏むことが重要であり、端緒としては海外の人々に和食を知らしめる（教える）こ

とが第 1 歩である。 

 

⑨浸透させる和食のレベルの選定 

○海外において和食を浸透させる際には、どのレベルの和食を、どのように浸透させるか

が問題であることから、ターゲットを明確にして浸透させる和食を絞り込むべきである。 

 

⑩システム化、組織的な活動 

○観光と和食グルメとのパック旅行や料理人の報奨（勲章）等はよいアイデアであるが、

それぞれを個別に行うのではなく、他の施策とも関連づけて、システム化し組織的に実

施することが重要である。 

 

⑪地産地消と地域振興 

○原産地証明のポイントは、単に食材の産地を明確にすることだけではなく、その土地に

行くとその食材が食べられるということにあり、そのことをアピールすることで地域の

インバウンド振興にもつながる。海外の観光客は、東京の次は、北海道、次は大阪、次

は、というようにつながっていく。 

 

 

（５）第２回アジア（日本）分科会（平成 26 年 10 月 1 日開催） 

１）主な議事 

・調査概要の説明 

・検討会等における指摘事項の確認 

・日本食・食文化の海外普及戦略（案）について 

 

２）主な指摘事項 

①日本食・食文化の海外普及戦略 

○色々なところに目が向いており、内容が網羅的になっている。どこまで方向性を定める

かが課題。 

○教えるための人材とノウハウはあるが、お金がない。例えば、海外で日本料理等を教え

る機会があるが、海外向けの教育プログラムの実施部隊を（予算的裏付け含め）常設す

ると有効である。 

○日本食・食文化の普及推進を図る拠点を設け、活動資金の受け皿にするとともに、実施

部隊の派遣や海外文献の収集・蓄積（翻訳含め）等を担う機関があるとよい。 
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○様々な事業があるので、全体を整理したロードマップが必要である。日本食・食文化の

海外普及戦略という形では今までなかったと思うので、今回はそこに絞って整理するこ

とは意味があるだろう。 

○日本食のブームがある中、JETRO や農林水産省等が活動しているが、個別ではなく省庁

横断的な横串での取組（パッケージ化）が必要。 

○自国内の活動（例：フランスの味覚教育等）と対外向けの活動（例：ブランド力の向上

等）を整理した方がよい。対象とする国・食材等によりアプローチは異なり、主体と対

象を明確にして戦略を立てる必要がある。 

○海外進出の際の基本的な枠組みとして、各国の食品衛生法や税制、規制（例えば、自国

製品の保護等）等が整理されていると参考となり有難い。 

○世界的な日本食ブームといわれているが、海外に日本のものが普及するスピードは日本

人が考えている以上に早い。また、日本人が受け入れられると予想するものと、実際に

受け入れられる物にギャップがある。また、海外では実際には日本人が日本食をつくっ

ていないことが課題の一つ。 

 

②日本食文化の独自性と普遍性 

○文化は真似できず、特に日本食の精神性や脈々と培ったものは真似できない。「いただき

ます」「ごちそうさま」など、料理人や食材に感謝する理念・精神性は日本独自のもので

あり、海外にはないものだが、共感を得るものである。こうした独自性と普遍性をどの

ように折り合いをつけるかが課題。 

 

③モデルケース実施に向けて 

○モデルケースを実施していく国としては、ヨーロッパではフランスやイタリア、ドイツ、

スペイン（バルセロナ）が考えられる。また、北欧も普及しやすいだろう。但し、フラ

ンスやイタリアには既に普及されているものがあり、目新しさ等の工夫が必要だろう。

アジアにおいては、ベトナム、タイ、ミャンマーが考えられる。また、ハラルへの対応

が整えば、インドネシアなども対象国として考えられるだろう。 
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３．検討会及び分科会における主な指摘事項等（まとめ） 

 

（１）日本関連 

表 4 検討会及び分科会における主な指摘事項等（整理表）【日本関連】（１／２） 

テーマ 指摘事項等の内容 備考 

日本食・

食文化の

海外普及

戦略 

【ターゲット（対象）の明確化】 

○プロモートするのは日本食文化なのか、日本食・日本食品なのか、明確にすることが必要。 

○日本食文化をプロモートするとなると、日本の食文化のイメージ向上→伝統的な日本食に

焦点を当てる→高級品・高級化、と続き輸出促進には結びつきにくいという流れになってし

まう。こうしたことを考慮して、何をプロモーションするかを明確にすることが重要。 

○海外普及戦略では、どういうところに主軸を置くのかということが非常に難しい問題。変化し

ていく世界の中で、どうやって精鋭化して、世界に打っていくのか考えることが必要。 

○家庭やレストラン、どこに普及させることを目的とするのか、料理、食品、食材など何をター

ゲットにするのか、まとめ方についてはもう少し検討の余地あり。 

○我々が目指すべきベンチマークはどこに設定すべきか。特定の商品もあるが、フランス料理

やイタリア料理のように、最終的には日本料理そのものを世界展開させることが 1 つの大き

なゴールではないか。 

○利益が期待できるところは民間が自らの判断で進めるが、利益が期待できない部分は政府

のサポートがないと難しいため、官民両者の仕分が必要。少なくとも役割分担が明確になる

と次に進みやすくなる。 

○海外において和食を浸透させる際には、どのレベルの和食を、どのように浸透させるかが問

題であることから、ターゲットを明確にして浸透させる和食を絞り込むべきである。 

○日本食の海外普及にあたっては、対象とする地域を検討すべき（例：フランスでは南仏地方

はバカンスを過ごす憧れの地だが、楽しい気分の時に楽しく食べられる場所が適している

のではないか）。 

海外普及

戦略(案)

P.5-7 参

照 

【モデルケース／グランドデザインの策定】 

○日本食・食文化の海外普及戦略のモデルケース（例：問題意識、対象国・市場等の選定、

アプローチの方法・手順等）を構築すると、より分かりやすいのではないか。なお、2015 年の

ミラノ万博を 1 つのきっかけとして、パイロット・モデルを試行的に進めることも一案。 

○海外普及戦略のグランドデザインが無いために混乱しているのではないか。関係者の認識

や方向性などを共有するため、まずグランドデザインを策定すべき。 

海外普及

戦略(案)

P.6 参照 

日本食文

化 の 理

念・哲学

の確立 

●日本食・食文化を海外に普及させるためには、日本食文化（感謝する文化）の理念・哲学

の確立を図るとともに、海外で日本食・食材を説明できる人材、料理人の育成が必要。ま

た、日本食文化を外に向かって継続的に語っていく（発信していく）ことが重要（外に語ること

により自らの自覚を促す）。 

○食の「季節感」は、日本食の特徴であり、日本食の良さでもあることから、日本食を世界にア

ピールするポイントとして、日本食の「季節感」をアピールするとともに、日本の食文化が食

の「季節感」を大切にしていることを訴求すべきである。 

○日本の食文化や風土、歴史の中から、世界に広まる哲学をつくって広めていく。その上で、

料理や食品を売り込んでいくことになる。日本食文化のアイデンティティとして、世界に通用

する哲学が必要。 

●世界的な長寿国という点をバックボーンとした食生活、医療等の普及促進も効果的ではな

いか。 

海外普及

戦略(案)

P.2・3 参

照 

※●は検討会、○は欧州・アジア各分科会の各委員からの指摘事項を示す。 
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表 4 検討会及び分科会における主な指摘事項等（整理表）【日本関連】（２／２） 

テーマ 指摘事項等の内容 備考 

和食／日

本料理の

定義づけ 

●日本の食文化を考える際には、まずその根本となる日本食の定義づけ・価値づけ（シンプ

ル、ライト、物語、家庭・家族の愛情、日本料理大全の作成）を明確にすることが必要。 

○日本が料理を文化として捉えているならば、それは「和食」ではなく「日本料理」である。ラー

メンや餃子、鉄板焼きなどを含めた「和食」ではなく、「日本料理」をきちんと分類することが

必要。漆食器や掛け軸など世界に比類なき文化であり、世界中が日本を真似してもらえるよ

うになるべき。日本料理の一番素晴らしいところは際だっているところであり、そこが日本料

理の一大特徴であると思う。 

○和食／日本料理の範囲について、どこまで含めるかという議論があるが、最終的には良い

なと思わせるものがどれくらいあるかで決まるので、高級料理のみではなく B 級グルメがあ

っても良いはず。和食／日本料理は大きくてなんでも入れられる「どんぶり」のようなもので

良いのではないか。 

○和食／日本料理の定義を考える際には、日本の歴史や技術など、世界に誇れる日本を代

表するものを入れておくべきではないか。 

海外普及

戦略(案)

P.2・3 参

照 

日本にお

ける食文

化継承・

普及の取

組 

【物流体制の確立】 

●日本食・食文化の海外展開にあたっては、日本食材・食品を各国に確実に届けられる物流

体制（サプライチェーン、コールドチェーン）の確立が不可欠。日本から輸送しても物流網が

整備されていなければ相手国内で流通しない。 

○欧州・アジアでの日本食の物流体制（サプライチェーン／コールドチェーン）の構築におい

ては、需要（市場）が先か、物流整備が先かという議論があるが、日本食マーケットは既に存

在しており、後は誰がどのように進めるのか（個人的努力のみに依存するのか、組織的に

サポートするのか）が課題。 

海外普及

戦略(案)

P.14 参照

【日本食・食文化の普及展開策】  

●日本食・食文化の海外展開にあたっては、輸出拡大上の諸課題（日本で作っていない日本

食材の流通、ハイエンドのみではなくマスも含めたアプローチ、家庭への浸透によるリピー

トの継続等）をどのように考えるべきか検討が必要。 

●海外では、日本の食文化をそのまま提供するエリアと、相手の食文化に迎合していくエリア

があり、大きな展開の中で現地事情等を踏まえた検討が必要（例：タイでは日本風カレーが

マーケットを拡大する一方、お茶は甘味のあるものが浸透するなど、本来の味とローカリゼ

ーションとのバランスのあり方）。メリットは継続的に市場が期待できること、デメリットは市場

に浸透するまで非常に時間がかかることである。 

●日本食・食文化の海外展開にあたっては、主体と客体をよく考えた上でマーケットプロモー

ションをしないと、押しつけになる可能性が高い。主客をよく考えるということはコミュニケー

ションの第一歩である。 

●消費者への適切な情報提供を通じた選択肢の提供（安全・安心・美味しさに対する付加価

値の認識向上・普及等）が重要。 

●産業観光への結びつけが重要。例えばうどんであれば四国、牛乳であれば北海道など、産

業観光まで結びつけられれば、最終的に生産者も喜ぶのではないか。 

●3.11 以降、海外各国が日本産品の輸入禁止や規制をしており、現在の海外における輸出

入規制の把握・整理が必要。 

○観光と和食グルメとのパック旅行や料理人の報奨（勲章）等はよいアイデアであるが、それ

ぞれを個別に行うのではなく、他の施策とも関連づけて、システム化し組織的に実施すること

が重要である。 

海外普及

戦略(案)

P.4・5, 

10-13 参

照 

【和牛販売戦略】 

○「和牛」という言葉の使用に対するきちんとした対応ができておらず、今のところ類似の言葉

が 20 くらいあり整理がつかない状態。現下の状況では、DNA 鑑定により純粋和牛を定義づ

け、DNA検査により日本の本当の和牛として主張するしか手段はなく、その他を排除するこ

とは困難。 
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（２）海外関連 

 

表 5 検討会及び分科会における主な指摘事項等（整理表）【海外関連】（１／２） 

フランス

における

食文化継

承・普及

の取組 

【仏料理・食文化の普及展開策】 

●我が国の食文化継承・普及を考える上で、フランスにおける長期にわたるブランド化への

取組や食文化普及のための各種政策のレビューが必要ではないか。 

●フランスにおける味覚教育のあり方（子ども対象、推進役（フードコーディネーター、料理人

等）対象）を含めるべきではないか。 

●フランスにおける取組を考える際には、乳製品など農産物の輸出に係る補助金の位置づ

け・評価をどのように考えるべきかが重要な論点の 1 つ。また、フランスでは評価（ミシュラン

等）が国家戦略の一つとなっているが、個別の政策が全体の中でどのように位置づけられ

ているかを確認すべき。 

●フランスでは若手料理人に対する勲章制度（MOF）があり、受章者は注目を集めるとともに、

高いプレステージを得ることになる。日本ではどちらかというと勲章は高齢層向けの名誉的

な意味合いが主であるが、フランスでは食文化政策の一環として位置付けられている。 

○フランス食品の海外商談等の窓口であるSOPEXAは、国内各地の組合等（例：ボルドーワイ

ン協会等）が背後から支えており、例えば展示会等にワインを提供する際には、ワインの展

示だけではなく、ソムリエや専門家等がさまざまな解説・情報提供を行える体制を取ってい

る。日本も食材等を売り込む際には、食材だけでなく解説や情報提供ができる専門家とパ

ッケージで海外の展示会等に出さなくてはいけない。 

○フランスのフォアグラメーカーは、無料で海外の料理学校等の講師を招き、フォアグラに関

する研修を施すとともに歓待する。その返礼として帰国後に、各料理学校でフォアグラの講

義を行うとともに、将来シェフになる学生にフォアグラのメニューやレシピ開発を義務づけ

る。このようにフォアグラの消費拡大を狙った長期的な投資を実施しており、日本もこうした

視点で投資を行うべきである。 

海外普及

戦略(案)

P.4・5, 

8,10,12 ・

13 参照 

【原産地証明制度】 

○フランスでは、アペラシオン・コントロール（AOC/AOP）で各商品の原産地（地理的表示）を

証明している。世界的には、透明性やトレーサビリティとともに、歴史や物語、経験などをあ

わせてプロモーションしていくのが今後のグローバル・アプローチになっていくだろう。 

○原産地呼称（AOC/AOP）は商品の良し悪しを評価せずに産地のみを証明している点が良

い。 

○原産地証明のポイントは、単に食材の産地を明確にすることだけではなく、その土地に行く

とその食材が食べられるということにあり、そのことをアピールすることで地域のインバウン

ド振興にもつながる。海外の観光客は、東京の次は、北海道、次は大阪、次は、というように

つながっていく。 

海外普及

戦略(案)

P.17 ・ 18

参照 

※●は検討会、○は欧州・アジア各分科会の各委員からの指摘事項を示す。 

 

テーマ 指摘事項等の内容 備考 
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表 5 検討会及び分科会における主な指摘事項等（整理表）【海外関連】（２／２） 

イタリア

における

食文化継

承・普及

の取組 

【伊料理・食文化の普及展開策】 

●個別の動きと全体の動き（例：スローフード運動と食生活の実態）をどのように区分け・評価

するかという問題がある。政策として行われているものと文化背景がなかなかうまく区分けで

きない。政策だけを取り上げると、どうしても文化の背景がぼやけ、よくわからなくなるため、

食文化政策を考えるときはその国の文化的背景を十分に留意することが必要。 

●各国における食文化の取組と海外における実態（伊、仏レストランにおける国内外からの

食材調達、スローフード運動等）は、具体的にどのようにつながっているかを検証すると、１

つのヒントになるのではないか。 

○イタリアがスローフードを一致して推進している背景には、1980 年代のイタリアワイン危機

においてイタリアのワイン業界が結束したことがある。この時イタリアワイン業界は、ワインス

トックを食科大学に預ける等の行動を一致して取った。日本の食品業界にこのような結束力

があるかどうかが問われている。 

海外普及

戦略(案)

P14-16

参照 

スペイン

における

食文化継

承・普及

の取組 

【西料理・食文化の普及展開策】 

○スペインも EU に加盟した時は、原産地証明の対象商品は 10 程度だったが、今は 220 以上

ある。一旦認証されると生産者も誇りを持ち、伝統的な方法で生産するようになる。 

○カタルーニャ州では、最近は食関連のビジネス案件が以前よりも増えてきており、バルやタ

パスなどスペイン料理・食文化への関心が高まりつつある。 

海外普及

戦略(案)

P.17 ・ 18

参照 

タイにお

ける食文

化継承・

普及の取

組 

【泰料理・食文化の普及展開策】 

○現在日本で製品化されている味覚センサーは、相対比較のみの機能であることから味覚の

測定には不十分である。タイの味覚センサー（e-Delicious）のような製品があるのであれば有

用であり、活用したい。味覚センサーで日本食の標準化メニューが開発できれば、将来的に

は世界各地の地域ごとの味覚特性を考慮し、味に関する許容範囲（アローワンス）を設定す

ることも可能。 

 

韓国にお

ける食文

化継承・

普及の取

組 

【韓食・食文化の普及展開策】 

○韓国では韓食の情報発信等の取組を一元的に行う専門機関（韓食財団）がある。日本も定

期的継続的に和食の良さを発信するためには、このような一元的な専門推進組織が必要

である。 

○日本では韓流ブームを通して、「サンギョプサル」がどのような料理であるかが認識された

が、これが第 1 歩である。次いで、これを求めて消費者はコリアタウンに行き「サンギョプサ

ル」とともに他の料理も食べ、韓国料理の認知度が更に高まる。このように段階を踏むことが

重要であり、端緒としては海外の人々に和食を知らしめる（教える）ことが、第 1 歩である。 

海外普及

戦略(案)

P.8 参照 

 

 

 

 

 

テーマ 指摘事項等の内容 備考 
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Ⅰ．食品産業の海外展開に関わるマクロデータ 

 

１．食料品製造業の規模と輸出割合 

 2012 年の食品製造業の国内生産額（国民経済計算における中間投入を含む産出額）は、約

34 兆円で、製造業総生産額 285 兆円の１割強を占めている。しかし、食品製造業の輸出額は、

製造業総輸出額 60 兆円の１％未満、4,000 億円弱にとどまっている。製造業全体の輸出割合

が 2 割を超えているのに対し、食品製造業の現状は内需依存型の産業といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食料品製造業の海外生産比率 

 内閣府の「企業行動に関するアンケート調査、2013 年度」によると、製造業の海外生産

比率は２割を占めるのに対して食料品製造業は１割で、海外生産比率の面でも食料品製造

業は内需型といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）海外現地生産比率＝海外現地生産による生産高／(国内生産による生産高＋海外現地生産 

による生産高) 

表 6 製造業生産額と輸出額 

図 8 海外生産比率（％） 

 

製造業生産額と輸出額
単位：10億円

2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

製造業生産額 (A) 298,897.3 302,663.5 319,057.6 337,170.7 341,827.5 260,756.7 290,167.5 286,026.5 284,872.9

製造業輸出額 (B) 50,052.0 62,480.4 71,107.3 78,846.6 76,338.8 50,569.2 63,335.4 61,895.7 60,462.7

B / A (%) 16.7 20.6 22.3 23.4 22.3 19.4 21.8 21.6 21.2

食料品生産額 (a) 38,047.2 35,075.5 34,493.5 35,388.6 36,115.0 34,747.0 35,169.5 34,205.2 33,811.3

食料品輸出額 (b) 218.5 328.3 360.3 411.8 408.9 371.0 413.0 376.2 376.8

b /a (%) 0.6 0.9 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1

a /A (%) 12.7 11.6 10.8 10.5 10.6 13.3 12.1 12.0 11.9

b /B (%) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6

資料：国民経済計算、確報
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日本の業種別対外直接投資（国際収支ベース、ネット、フロー）
（単位：100万ドル、％）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

合計 45,461 50,165 73,483 130,801 74,650 57,223 108,808 122,355 135,049

製造業 (a) 26,146 34,513 39,515 45,268 32,934 17,803 57,952 49,250 42,473

食料品 (b) 1,685 1,025 12,776 3,601 8,954 2,017 8,149 2,364 3,528

繊維 416 180 371 716 477 377 672 927 486

木材･パルプ 826 420 745 734 1,207 1,068 1,268 1,166 512

化学･医薬 3,363 4,413 3,744 11,647 7,407 7,902 19,618 6,494 5,763

石油 531 2,921 △ 280 652 △ 51 △ 837 216 491 810

ゴム･皮革 831 1,107 835 771 445 634 715 1,853 3,206

ガラス･土石 258 2,759 837 1,417 2,042 377 1,325 1,922 2,080

鉄･非鉄･金属 1,331 1,795 2,202 3,152 3,738 3,873 5,017 4,206 2,881

一般機械器具 1,296 1,663 2,642 3,726 4,411 4,385 5,655 7,979 3,880

電気機械器具 4,377 7,041 4,691 5,675 2,505 1,361 7,334 6,707 4,622

輸送機械器具 8,611 8,597 8,671 10,924 566 △ 3,582 4,132 10,465 11,697

精密機械器具 1,419 1,420 1,293 953 609 51 2,791 3,219 1,612

非製造業 19,315 15,652 33,968 85,533 41,717 39,420 57,780 73,102 92,577

(b)/(a)、％ 6.4 3.0 32.3 8.0 27.2 11.3 14.1 4.8 8.3

〔資料〕「国際収支状況」（財務省）等より（JETRO「世界貿易投資報告）

２．食品製造業の対外直接投資 

 2013 年の製造業全体でのフローベース海外直接投資 424.7 億ドルのうち、食料品製造業は

35.3 億ドル（8.3％）を占めた。全産業の対外直接投資は、この３年間連続して大きく増加し、

これまでのピークであった 2008 年を上回り、過去 高額となった。これは非製造業によると

ころが大きく、製造業は２年連続して減少しており、食料品製造業も 2011 年の水準を大きく

下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日本の国・地域別対外直接投資 

全産業ベースでの対外直接投資の相手先別推移を次表に掲げた。2011 年以降、ASEAN

の増加が著しく、とりわけタイへの直接投資金額が拡大（前年比 18 倍）し、2013 年は 101.7

億ドルと、中国の 91.0 億ドル（前年比 32.5％減）を上回り、アジア域内で 大の投資先と

なった。 

 中国における人件費など生産コスト上昇に政治的リスクも加わり、日本企業は、中国か

らタイ、ベトナムなどに投資先をシフトさせつつある。 

 

 

 

 

表 7 日本の業種別対外直接投資（国際収支ベース、ネット、フロー） 



 

- 77 - 

（全産業）日本の国・地域別対外直接投資（国際収支ベース、ネット、フロー）
(単位：100万ドル）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

世界 45,461 50,165 73,483 130,801 74,650 57,223 108,808 122,355 135,049

アジア 16,188 17,167 19,388 23,348 20,636 22,131 39,492 33,477 40,470

中国 6,575 6,169 6,218 6,496 6,899 7,252 12,649 13,479 9,104

ASEAN 5,002 6,923 7,790 6,309 7,002 8,930 19,645 10,675 23,619

　香港 1,782 1,509 1,131 1,301 1,610 2,085 1,509 2,362 1,785

　韓国 1,736 1,517 1,302 2,369 1,077 1,085 2,439 3,996 3,296

　シンガポール 557 375 2,233 1,089 2,881 3,845 4,492 1,566 3,545

　タイ 2,125 1,984 2,608 2,016 1,632 2,248 7,133 547 10,174

北米 13,168 10,188 17,385 46,046 10,889 9,016 15,166 35,768 46,505

中南米 6,402 2,547 9,482 29,623 17,393 5,346 11,287 10,454 10,197

大洋州 943 723 4,204 6,060 7,629 6,407 8,767 11,075 6,098

ＥＵ 7,872 17,925 19,934 22,939 17,039 8,359 36,052 29,023 30,999

ドイツ 270 1,128 880 3,905 2,089 -321 2,165 1,797 2,653

英国 2,903 7,271 3,026 6,744 2,126 4,624 14,125 11,882 13,319

フランス 541 842 479 1,703 1,161 551 116 2,291 -237

オランダ 3,315 8,497 12,440 6,514 6,698 3,288 5,346 8,638 8,636

イタリア 44 51 45 177 110 372 1,007 141 419

中東 542 242 958 1,138 575 -348 716 447 91

アフリカ 25 899 1,101 1,518 -301 -372 464 116 -537

〔資料〕「国際収支状況」（財務省）等より（JETRO「世界貿易投資報告）  

 

 

３．欧州主要国の食品輸出の動向 

欧州各国は、緊縮財政が一段落し、スペインの債務危機も峠を越したため、輸出も穏やか

に回復してきた。しかし、直近および先行きの見通しは、ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化

などからデフレ懸念を強めている。 

2010 年以降における欧州各国の輸出金額の増勢は、食品・飲料にとりわけ顕著である（2004

年～2006 年平均を 100 とした指数で 130 以上に網掛け）。 

 

日本の食品の輸出金額指数を対比してみると、数量ベースでは３年連続して下落が続き、

2012 年後半からの円安がドルベースでの食品輸出金額の押し下げを加速し、欧州諸国とは対

照的な動きを示している。 

 

表 8 （全産業）日本の国・地域別対外直接投資（国際収支ベース、ネット、フロー） 
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欧州各国の輸出金額（全品目）
100万ユーロ

【金額】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 731,479 780,415 882,532 964,038 983,255 803,012 949,629 1,058,897 1,093,630 1,093,788
　フランス 363,458 372,501 394,925 408,327 418,983 348,035 395,087 428,501 442,643 436,418
　イタリア 284,413 299,923 332,013 364,744 369,016 291,733 337,407 375,904 390,182 389,835
　スペイン 146,815 154,846 170,211 184,821 191,388 162,990 191,912 220,223 229,802 237,422
　オランダ 287,336 326,640 369,249 401,864 433,722 356,962 433,168 479,239 508,944 505,836
　イギリス 279,358 314,171 359,117 322,387 321,028 254,704 313,766 363,915 367,990 408,124

2004～2006年＝100

【指数】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 91.6 97.8 110.6 120.8 123.2 100.6 119.0 132.7 137.0 137.0
　フランス 96.4 98.8 104.8 108.3 111.1 92.3 104.8 113.7 117.4 115.8
　イタリア 93.1 98.2 108.7 119.4 120.8 95.5 110.5 123.1 127.7 127.6
　スペイン 93.3 98.4 108.2 117.5 121.7 103.6 122.0 140.0 146.1 150.9
　オランダ 87.7 99.7 112.7 122.6 132.3 108.9 132.2 146.2 155.3 154.3
　イギリス 88.0 98.9 113.1 101.5 101.1 80.2 98.8 114.6 115.9 128.5

欧州各国の輸出金額（食品、飲料）
100万ユーロ

【金額】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 30,780 34,753 38,298 43,432 48,002 46,050 49,495 54,722 57,956 61,330
　フランス 36,289 36,974 39,330 42,498 45,480 40,815 44,758 51,778 53,071 54,936
　イタリア 17,563 18,487 19,869 21,931 23,901 22,514 24,980 26,960 28,545 29,856
　スペイン 19,379 19,981 21,066 22,733 24,680 23,869 26,625 29,300 32,034 33,470
　オランダ 38,539 40,221 42,571 46,770 50,640 48,256 53,400 57,364 59,573 63,877
　イギリス 15,429 15,440 16,026 16,967 17,094 16,259 18,679 20,869 22,053 22,193

2004～2006年＝100

【指数】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 88.9 100.4 110.7 125.5 138.7 133.1 143.0 158.1 167.5 177.2
　フランス 96.7 98.5 104.8 113.2 121.2 108.8 119.3 138.0 141.4 146.4
　イタリア 94.2 99.2 106.6 117.7 128.2 120.8 134.0 144.6 153.1 160.2
　スペイン 96.2 99.2 104.6 112.9 122.5 118.5 132.2 145.5 159.0 166.2
　オランダ 95.3 99.4 105.3 115.6 125.2 119.3 132.0 141.8 147.3 157.9
　イギリス 98.7 98.8 102.5 108.5 109.4 104.0 119.5 133.5 141.1 142.0

元データ：EUROSTAT

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 食品の輸出金額（2004～2006 年＝100） ※欧州はユーロ、日本はドルベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．欧州主要国の食品輸入の動向 

欧州主要国のＥＵ域内貿易割合は、全品目ベースで５～６割を占めているが、域外からの

輸入需要が引き続き低調なため、全品目ベースでの輸入額は低迷している。 

しかし、食品についてはとりわけ域内貿易割合が大きく（域内での相互依存が高く）、食品

の輸入額も輸出同様に、全品目ベース以上に増加している。ＥＵ 大の輸入国であるドイツ

の食品輸入は堅実に増加しているが、オランダの食品輸出入の規模の大きさとその増加傾向

は注目される。 
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欧州各国の輸入金額（全品目）
100万ユーロ

【金額】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 575,401 624,606 722,112 769,779 805,730 664,143 795,666 901,487 905,378 895,175
　フランス 378,603 405,212 431,602 460,315 487,350 404,098 460,941 517,262 524,918 512,726
　イタリア 285,634 309,292 352,465 373,340 382,050 297,609 367,390 401,428 380,293 359,455
　スペイン 207,678 232,124 261,784 284,058 286,105 210,222 246,674 270,550 262,561 255,163
　オランダ 256,989 292,438 331,979 359,442 394,980 317,718 389,537 430,341 459,490 444,091
　イギリス 378,353 417,389 487,951 465,715 447,228 372,581 445,874 486,446 537,487 492,800

2004～2006年＝100

【指数】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 89.8 97.5 112.7 120.1 125.8 103.7 124.2 140.7 141.3 139.7
　フランス 93.5 100.0 106.5 113.6 120.3 99.7 113.8 127.7 129.6 126.6
　イタリア 90.4 97.9 111.6 118.2 121.0 94.2 116.3 127.1 120.4 113.8
　スペイン 88.8 99.3 111.9 121.5 122.3 89.9 105.5 115.7 112.3 109.1
　オランダ 87.5 99.5 113.0 122.3 134.4 108.1 132.6 146.5 156.4 151.2
　イギリス 88.4 97.5 114.0 108.8 104.5 87.1 104.2 113.7 125.6 115.2

欧州各国の輸入金額（食品、飲料）
100万ユーロ

【金額】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

　ドイツ 39,016 42,218 46,327 50,602 53,620 51,554 55,421 61,036 63,239 65,262
　フランス 27,821 28,655 30,065 32,877 35,420 34,638 36,687 39,911 41,193 43,224
　イタリア 23,896 24,745 26,610 28,271 29,240 27,928 30,346 33,506 32,929 33,575
　スペイン 18,230 19,758 20,339 22,925 23,631 21,622 23,102 25,210 25,374 24,566
　オランダ 23,496 24,197 25,965 28,933 32,632 31,032 33,895 37,998 39,824 41,346
　イギリス 31,953 33,925 36,076 38,231 38,214 35,961 39,115 41,627 45,548 46,188

2004～2006年＝100
【指数】 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
　ドイツ 91.8 99.3 109.0 119.0 126.1 121.2 130.3 143.5 148.7 153.5
　フランス 96.4 99.3 104.2 114.0 122.8 120.1 127.2 138.4 142.8 149.8
　イタリア 95.3 98.6 106.1 112.7 116.6 111.3 121.0 133.6 131.3 133.9
　スペイン 93.8 101.6 104.6 117.9 121.5 111.2 118.8 129.7 130.5 126.4
　オランダ 95.7 98.6 105.8 117.8 132.9 126.4 138.1 154.8 162.2 168.4
　イギリス 94.0 99.8 106.2 112.5 112.4 105.8 115.1 122.5 134.0 135.9

元データ：EUROSTAT

一方、２年続けて拡大した日本の食品輸入額（ドルベース）は、2013 年は対前年比でマ

イナスに転じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 食品の輸入金額（2004～2006 年＝100） ※欧州はユーロ、日本はドルベース 
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フランスの対内・対外直接投資
100万ユーロ、％

 対内直接投資  対外直接投資

2011年 2012年 伸率 構成比 2011年 2012年 伸率 構成比

合計 19,765 19,581 -6.0 100.0 34,884 28,009 -19.7 100.0
ＥＵ域内（27か国） 13,715 12,153 -11.4 62.1 15,204 14,718 -3.2 52.5
　ドイツ 1,788 1,806 1.0 9.2 -3,979 -6,184  -- 
　スペイン 19 35 84.2 0.2 -5,060 -1,963  -- 
　イタリア -43 -554  -- 9,115 3,353 -63.2 12.0
　オランダ 1,493 539 -63.9 2.8 -3,582 7,235  -- 25.8
　イギリス 2,330 -503  -- 4,275 3,299 -22.8 11.8
ＥＵ域外 6,050 7,428 22.8 37.9 19,680 13,291 -32.5 47.5
　日本 432 1,833 324.3 9.4 1,215 572 -52.9 2.0
　米国 -17 1,507  -- 7.7 12,972 1,253 -90.3 4.5
　ロシア 133 935 603.0 4.8 4,813 1,508 -68.7 5.4
　中国（＋香港） 234 244 4.3 1.2 7,044 2,018 -71.4 7.2
業種別
　製造業 3,451 1,173 -66.0 6.0 31,568 8,199 -74.0 29.3
　　食品 -1,947 -902  -- -4.6 2,959 2,581 -12.8 9.2
　その他 16,314 18,408 12.8 94.0 3,316 19,810 497.4 70.7

元データ：フランス銀行（国際収支ベース、フロー）

フランスの相手地域別輸出入
100万ﾕｰﾛ

　輸出 　輸入
2011年 2012年 構成比(%) 2011年 2012年 構成比(%)

合計 419,737 432,856 100.0 510,094 515,803 100.0
ＥＵ域内（27か国） 255,681 255,598 59.0 299,483 301,868 58.5
　ドイツ 69,827 71,198 16.4 86,705 89,106 17.3
　イタリア 34,090 31,923 7.4 36,954 36,645 7.1
　スペイン 30,248 31,698 7.3 39,199 38,955 7.6
　ベルギー 30,485 29,215 6.7 30,358 30,847 6.0
ＥＵ域外 164,056 177,258 41.0 210,611 213,935 41.5
　アジア大洋州 48,203 54,681 12.6 76,711 78,147 15.2
　　中国(＋香港) 17,876 21,050 4.9 41,653 41,846 8.1
　　ASEAN 10,707 14,063 3.3 13,089 14,134 2.7
　　日本 6,526 7,382 1.7 9,531 9,143 1.8
　　韓国 4,194 3,675 0.8 3,617 4,356 0.8
　北米（NAFTA） 28,345 31,597 7.3 33,472 37,667 7.3
　アフリカ 28,409 28,389 6.6 26,808 27,771 5.6
　中東 14,435 13,604 3.1 11,592 10,924 2.1
　中南米 8,957 10,374 2.4 8,875 8,664 1.7
　ロシア 7,457 9,120 2.1 13,930 11,950 2.3

注：輸出はＦＯＢ、輸入はＣＩＦ
元データ：フランス税関

５．フランスの地域別輸出入と海外直接投資 

フランスについて、2012 年の輸出入金額（全品目、フランス税関データ）を相手先国別に

みると、輸出・輸入いずれもＥＵ域内が６割を占めている。中でもＥＵ 大市場であるドイ

ツのウエイトが大きいが、地理的、文化的に関係の深いベルギーとの貿易も大きい。 

EU 域外では、米国やアフリカとの輸出入割合が大きいが、輸入先としての中国（香港を

含む）が 2012 年は 8.1％（同輸出は 4.9％）を占めており、イタリア、スペイン、北米をも

上回る額である。 

海外直接投資については、内需の縮小、新興国の成長鈍化などから、2012 年は域内が対内、

対外ともに前年比マイナスとなり、域外を合わせた合計ベースでも前年比マイナスとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9 フランスの相手地域別輸出入 

表 10 フランスの対内・対外直接投資 
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Ⅱ．海外現地調査関連 

 

１．調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【欧州調査Ⅰ（イタリア（ミラノ）、フランス（パリ）、スペイン（バルセロナ））】 【アジア調査Ⅰ（タイ（バンコク））】

・調査日程：２０１４年６月２８日～７月１０日 ・調査日程：２０１４年７月２８日～８月１日

・出張者：黒田、齋藤、夏目 ・出張者：富永、八木

【欧州調査Ⅱ（ノルウェー（オスロ））】 【アジア調査Ⅱ（韓国（ソウル））】

・調査日程：２０１４年６月２９日～７月４日 ・調査日程：２０１４年９月３日～９月５日

・出張者：八木 ・出張者：富永、夏目

（１）イタリア

日程 面接者 役職・専門等

６月２９日（日） （１）Cucinoteca 料理教室 Ms. Mariangela　Nuccia 経営者（オーナー）

Mrs. Alessia Gallian アシスタント

（２）UN POST A MILANO レストラン Mr. Lorenzo Castellim 経営者（オーナー）

６月３０日（月） （３）La Granda Transformaziones.r.l ビアモンテ肉牛組合、食肉業 Mr. Sergio Capaido 社長・イタリア食科大学顧問他

Mrs. Elena Mazzone 広報担当

（４）University of Gastronomic Sciences 食科学大学 Mr. Piercarlo Grimaldi 学長（文化人類学者）

（５）Slow Food Italia スローフード協会・イタリア Mr. Daniele Buttignol 事務局長

７月１日（火） （６）EATALY イタリア食品・食材小売店 Mr. Luigi Testa 新規店舗開発チーム担当

（７）IDENTITA GOLOSE 国際シェフイベント Mr. Paolo Marchi 食のジャーナリスト

　　The International Chef Congress イベント主催者

（８）Ratan レストラン Mr. Cesare Battisti オーナーシェフ

（９）Embassy of Italy to Austria 在オーストリアイタリア大使館 Mr. Gianluca Greco 外交官（イタリア製品プロモーション担当）

　 ※電話インタビュー

訪問先団体・企業名

（２）フランス

日程 面接者 役職・専門等

７月２日（水） （１）Assemblee Nationale 国民議会 Mr. Frederic LEFEBVRE
国民議会議員、元経済財政産業省大
臣・政務次官、弁護士

Mr. Fredeic LEFRET 政務秘書官

Mr. Fabrice LAYER 議会担当秘書官

（２）SOPEXA（フランス食品振興会） Groupe Marketing International Mr. Philippe NAUCHE Directeur Affaires Publiques

Alimentaire ,Vin&Art de Vivre Ms. Claire MAURICE Business Intelligence Manager

Ms. Jocelyne FOUASSIER
"Brand France"Promotion/Sensitive
Communication Director

（３）シラク財団 シラク元仏大統領設立 Ms. Valerie TERRANOVA 理事・コンサルタント

７月３日（木） （４）伊藤忠フランス 大月　愛　氏 欧州食料グループ

（５）Le Cordon Bleu International コールドンブルー料理学校 Mr. Charles Cointreau アジア代表

Ms. Marie-Noelle Guerin 事業開発役員

Ms. Setsuko　Shoai 管理部門アジア代表担当責任者

（６）MEDEF（Mouvement des Entrepries de
France）

フランス企業運動(仏経団連) Ms. Marie-Pascale Antonio Directorice des Affaires Fiscales

ACFCI（Assemble des Chambres Franaise
de Commerce et d'Industrie）

フランス商工会議所連合会 Mr. Francois Moutot 理事

７月４日（金） （７）ユネスコ日本政府代表部 門司　健次郎　氏 特命全権大使

（８）CNIEL（Center national
interprofessionel de l'economie laitere）

フランス全国酪農経済センター
（乳業協会）

Mr. Christophe Spotti Responsible Milk Factory

Ms. Noelle Paolo 消費者教育担当責任者

OCHA（Observatcire Cniel des
Habitudes Allimentaires)

Ms. Veronique Pardo 研究コーディネーター

（９）Restaurant 60 レストラン Mr. Thouens Raymond オーナーシェフ

（１０）Jacques Genin fondeur en chocolat ショコラティエ Mr.Jacques GENIN
オーナー、ショコラティエ（元ミシュラン
シェフ）

７月５日(土) （１１）Expo Japan 2014訪問

（１２）Casa Bini イタリアンレストラン Mr. Simone TAIUTI オーナー

（１３）Bistrot du Sommelier レストラン Mr. Philippe Faure-Brac
オーナー、ソムリエ（1992年世界最優秀
ソムリエコンクール優勝、田崎真也氏師
匠）

訪問先団体・企業名
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（３）スペイン

日程 面接者 役職・専門等

７月６日（日） （１）COOL CONCEPTS コンサルティング事務所 Mr. Carlos Monrate プレミアム食品　コンサルタント

７月７日（日） （２）Fundacion Dieta Mediterranea 地中海食文化財団 Mr. Domingo Valiente Director Ejectivo（理事長）

Dr. Ramon Estruch
シニアコンサルタント（医師・研究分析
担当）

Ms. Diana Julia Lobert プロジェクト担当

（３） カタルーニャ州政府 Ms. Eri Nemoto
元スペイン・カタルーニャ政府企業誘致
局局長

７月８日（火） (４)ALICIA （Alimentacio I Ciencia) Ms. Eva Garcia コーディネーター

Mr. Jaume Biarnes. シェフ

(５)GRUPO TRAGALUZ レストラン＆ホテルグループ Mr. Joan Farre 営業（勤続２５年 ）

Mr. Gonzalo Ros Almirall 財務・人事・総務（オーナー一族）

７月９日（水）
(６)FECIC （Catalan Meat Industry
Federation)

カタルーニャ州食肉協会 Ms. Elena Laguia International Sales Department

Ms. Patlicia アシスタント

(７)PRODECA (Promotora d'Exportacions
Agroalimentaries)

農産物食品輸出振興会 Ms. Rosalva Arrufat I Pedros Subdirectora(次長 )

INCAVI （Institut Catala de la Vinya i el Vi) ぶどう・ワイン協会 Mr. Xavier Agell I Tuser Coordinador General

訪問先団体・企業名

食・科学財団（著名シェフとのネッ
トワークを有する調理技術・食文
化等の研究機関）

（４）ノルウェー

日程 面接者 役職・専門等

６月３０日（月） （１）Matmerk, head office 食品認証マーク Ms. Nina Sundqvist ＣＥＯ

（２）Nofima，Åｓ Ｒ＆Ｄ Dr. Einar Risvik Research Director

　　　〃 New Nordic Food 　　　〃 ワーキンググループ主査

７月　１日（火） （３）Norwegian Seafood Council Seafood Marketing Ms. Ingebjorg Moe Nutrition Advisor

（4）Department of Agriculture and Food 食生活分析
Ms. Stine Sem
Ms. Nina Mosseby

Nutrition
Food/Dietary Culture

訪問先団体・企業名

（５）タイ

日程 面接者 役職・専門等

７月２９日（火）
（１）Kasesart University 農業水産大学

Dr. Prachya
Musikasinthorn

水産学部、准教授

（２）Institute of Food Research and Product
Development, Kasesart University

農業水産大学食品調査製品開発
研究所

Dr. Warunee
Varanyanond

前所長

（3）DITP（Department of International Trade
Development） タイ国商務省国際貿易振興局

Mr. Cappon
Rochanasena

Kitchen of the world 課長

７月３０日（水） （４）Dusit Thani College 料理大学 Ms. Nipaporn Chaiwan 広報部長

Mr. Ekapon
Bunchuwaichua

講師、専門タイ料理

（５）JETRO バンコク ジェトロ・バンコク 宇木　俊晴　氏 貿易促進部長

安田　良輔　氏 シニアコーディネーター

７月３１日（木） （６）NIA（National Innovation Agency）
タイ国科学技術省イノベーション
庁

Dr. Sura-at
Supachtturat

イノベーション戦略部長、プロジェクト責任者

Mr. Marut Chalotorn 実質的プロジェクトマネージャー

Mr. Yuzo Takahashi シニアアドバイザー

（７）Ajinomoto(Thailand) タイ味の素 中野　哲也　氏 経営責任者

Ms. Sivaporn
Siricharttada

渉外部長

Ms. Piyawan Unakorn 味の素財団経営部長

Mr. Ekkalak
Tangsankharom

メディア担当課長

Ms. Wachiraporn Pengsri CSR担当課長

８月１日（金）
（８） Institute of Thai Studies, Chulalongkorn
University

チュラロンコーン大学タイスタディ
研究所

Dr. Suchitra
Congstivatan

研究所長

訪問先団体・企業名
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（６）韓国

日程 面接者 役職・専門等

９月３日（水）
（１）JETRO ソウル ジェトロ・ソウル 大澤　淳　氏 総務チーム長

（２）韓国農水産物流通公社（aT） 韓国農水産物流通公社 Ms. Kim Seo-Ryon 外食振興課長

Ms. Yi Hewon 外食振興係長

９月４日（木） （３）韓食財団 韓食財団 Mr. Oh Young Ho 管理計画チーム長

Ms. Park Sun Hee 広報チーム長

Mr. Kim Jin Nam 韓食教育チーム長

（４）農林畜産食品部 農林畜産省 Mr. Kim Jae-min 外食課次長

９月５日（金） ○小売施設視察

　・モノマート二村店 日本食専門小売店

　・Eマートヨンサン駅店
ディスカウント型GMS（ソウル市民
の一般的な食材購入店舗、新世界
グループ）

　・ロッテマートソウル駅店
ディスカウント型GMS（ソウル市民
の一般的な食材購入店舗、ロッテ
グループ）

　・南大門市場 伝統的な小売市場

訪問先団体・企業名
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２．個別面談記録 

 

（１）イタリア 

日時 2014 年 6 月 29 日（日）10 時 00 分～12 時 00 分 
訪問先 組織名 Cucinoteca（料理教室） 

面会者名 
Ms. Mariangela Nuccia（経営者） 
Mrs. Alessia Gallian（EATALY ウェブ通販担当、ジャーナリスト） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 イタリア食文化の状況、食文化継承・普及の取組事例等について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

① 料理教室の概要について 

 プロ養成ではなく、一般の人を対象とした料理教室。2013 年に前オーナーから引き継いだ。

会員制で参加費用は年間 10 ユーロ。農家とタイアップしており、会員になれば 1 年に 2 回

程度、食品（小麦粉・オイル・チーズ・バター等）が購入できる。野菜も希望はあるがまだ

実現していない。 

 2013 年 9 月から 2014 年 6 月までで 1 ヶ月あたり約 10 レッスン程度を実施（1 レッスン 1.5

時間で 1～4 種類の料理を作成）。これまでの延べ受講者数は 300～400 名程度。コースの時

間は社会人を考慮して、平日（月から金）は夜間、週末（土日）は特別コース（ベジタリア

ン、ベーガン、キッズ等）。主なコースはイタリア料理とパンのコース。1 コースの受講料は

食材込みで 20～50 ユーロ（他の教室は 60～70 ユーロ）。受講者は幅広く、 近では男性や

高齢者、独身者等も受講している。 

 活動の目的は、①伝統料理の伝承、②環境の保護、③健康の増進、④キロメーターゼロ（Km 

Zero／地産地消）の重視、⑤顔の見える小さな生産者のサポート。 

 健康に関心をもつ料理（食材）のきっかけがグルテン（イタリアではグルテン・アレルゲン

保持者は 60 万人でそのうち多くは子ども）。1960～70 年代の緑の革命や GMO 食品も背景

にある。安い生ハムやサラミには質の悪いグルテンが使われている。精米でなく質の良い玄

米ではアレルゲン問題はかなり緩和される。こうしたことが食品の品質の究明につながる。 

 

②イタリアの食文化について 

 イタリアの食文化は多様であり 1 つで表すことはできない。地域ごとに歴史、文化、社会的
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条件が異なり、20km 離れると食文化が異なる。近年の状況をみると、イタリア北部では伝

統的な食文化が薄れてきているが、南部では依然として伝統を守っており、欧州でも生物多

様性が一番高い地域である。イタリアが統一された 1861 年までは、それぞれの地域性が現

在よりも強かった。 

 イタリア食文化の共通要素をあえて挙げるとすれば、パスタとオリーブがある（但し北部は

バター文化、南部はオリーブ文化が強い。中央部は豚の油を使う）。 

 シテ河を境にして北部はリゾット（サフラン）、南部はトマト（ポモドーロ）とチーズ。ボロ

ネーゼはローマ以南の料理であるが、本来はトマトを使わない。このようにイタリア料理に

は多様な地域性があるが、外国人はイタリア料理といえば恐らくパスタとピザを連想するだ

ろう。 

 イタリアでは、食事は家族が揃って一緒に食べることを重視しているが、フランスでは個人

で食べるイメージ（但しお菓子の文化はイタリアに近い）。一方、スペインの食文化はタパス

（軽い食べ物）、遅い食事の時間（夕食は 22 時頃から）。ちなみにイタリア北部では 19 時半

～、南部では 21 時頃～。 

 日本に紹介したいイタリアの地方料理は、シチリア料理では、①アランチーネ（Alancine）

ご飯を揚げたもの、②カンノーロ（Canolo）お菓子、③ポール・ペッ（Pol Petta）サーディ

ンの肉団子。ベローナ地方（ベネチア地方）料理では、①グリーンピースのリゾット、②ベ

ネチア風レバー、③パン・ドーロ（クリスマス料理）。 

 

③日本食・食文化について 

 日本食のイメージは寿司と刺身。日本食文化のイメージは、健康、軽い、速い（早く作り手

速く食べる）、油・脂が少ない。 

 ミラノでは 2015 年 4～5 月に食のイベント（例：ミラノ祭り（イタリア日本レストラン協会

主催）等）が多く開催されるので、そうした機会を活用して日本食を紹介すると良い。 

 日本食の場合、レシピがあっても食材が手に入らない。どのような品質が標準なのか分から

ず、結局家で料理ができない。日本食材についても、食品店の店員がイタリア語で説明でき

なかったり、ラベル表示が適切に訳されていないなど、自分の作りたい食材かどうかが不明

確で判断できない。また、日本料理店シェフでもどのような食材でどのような調理をするの

かを説明できないことがある。日本食材の問題点（ポイント）はロジスティクス（物流）と

料理の仕方の説明である。 

 

④ミラノ万博への参加について 

 ミラノ万博に向けては、精神科医を交えたワークショップ（心と栄養の問題に関する消費者

との対談）やミラノ市近郊の元農家の復元など、各プロジェクト候補がある。これらのプロ

ジェクトに対する行政からの支援については、許認可手続やアドバイスを受けることは可能

であるが、補助金等の財政的な支援は一切ない。但し、行政が公募する企画コンペで入賞す

ると、税金控除等の優遇措置を受けることができる。 

 日本がミラノ万博に参加するとすれば、日本食のテイスティングや日本料理のデモンストレ

ーションを期待したい。 
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日時 2014 年 6 月 29 日（日）15 時 00 分～15 時 30 分 
訪問先 組織名 Un Posto a Milano “Cashina”（古農家を再開発したレストラン） 

面会者名 Mr. Lorenzo Castellini（オーナー） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①レストランの概要について 

 このレストランは、ミラノ市内にあった 1750 年代の古農家（ミラノ市が所有）を再開発し

たもの。自身は元々建築家であり、会社では古民家の再開発などをしていたが、会社の建築

家グループ 5 人をパートナーとして 7 年前よりプロジェクトを開始（物件探しから着手し、

構想及びコンペ準備 1 年、改装、マーケティング等の準備を経て 2 年前から営業開始）。投資

金額は約 300 万ユーロ（約 4.35 億円）でミラノ市からの資金援助は一切ない。 

 レストランのキャパシティは屋内に約 140 席、屋外に約 60 席であり、それ以外に庭や菜園

などの共有スペースがある。レストランには通常のサービス付きの他、セルフサービスのも

のがあり、前者の客単価は昼食 15 ユーロ、夕食 35 ユーロ、後者は昼食 7 ユーロ、前菜（ア

ペリティーボ）12 ユーロとなっている。売り上げは 1 日当たり約 1 万ユーロ（約 145 万円）、

年間約 230 万ユーロ（約 3.3 億円）となっている。 

 レストランの食材については、23 のカテゴリーから 42 の生産者を選んで注文している。誰

が作った食材を、どのように料理されたかが分かるように顧客に紹介したいと考えている。 

 この施設ではレストランの他、商品販売や各種レッスン（例：蜂蜜づくり、木の剪定等）、イ

ベントなどを行っている。例えば、3 週間前に開催したワインフェスティバル（3 日間）では

約 50 件の自然派ワイナリーが参加した。 

 

②取組の目的等について 

 この施設を開設した目的は、近郊の農業と都市とを結び付けるための橋渡し（ブリッジ）と

なること。準備から運営まで全て自前で行い、現在は約 100 件の農家と連携している。農家

以外の参加者としては、例えばコンファレンスなどでは、外国人や大学教授等の専門家を招

待している。 

 農家との連携の 大の利点は、コミニュケーション（田舎と都会との情報の繋がり）の促進
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である。生産者は農産物をつくり、我々が色々なプロジェクトを実施し、コミュニケーショ

ンを促進する。 近では、農家以外にも中小の製造業者も加入しており、製造業者と農家と

のコミュニケーションができつつあるが、イタリア人気質（自己を前面に出す気質）もあり、

交流の場は年間 1 回程度に留まっており、まだ十分には進展していない。「カッシーナ・クッ

カーナ」（クッカーナ地区の小さな家プロジェクト）として、農家と都会の人とをつなげる情

報交換の場、コミュニティづくりを進めたい。 

 

③海外との連携について 

 同様のコンセプトを持った施設などとは積極的に連携していきたいと考えている。例え

ば、先月はスウェーデンの連携先とともに、スウェーデン食文化やスウェーデン料理の

紹介等の共同事業を実施した。 

 

④ミラノ万博への参加について 

 ミラノ万博への参加については、今のところ特に考えていない。人が集まる場として、

ミラノ万博などの来訪者に「カッシーナ・クッカーナ」（クッカーナ地区の小さな家）に

来てもらい、ここをもっと知ってもらいたい。 
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日時 2014 年 6 月 30 日（月）9 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 La Granda（ピエモンテ牛協同組合） 

面会者名 

Mr. Sergio Capaldo（社長） 
※獣医、la granda 創設者、スローフード協会創設者の一人でイタリア

食科学大学ブレーン。EATALY の食肉部門責任者（世界各地の

EATALY の食肉部門コンセプト作成など） 
Ms. Elena Mazzone（広報） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  La Granda パンフレット等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①La Granda の概要について 

 1990 年代当時は畜産農家が高品質の牛肉を生産しても売れない時代であり、子どもらには畜

産農家を継がせたくないという状況だった。また消費者への情報提供が不十分であった。こ

れらの問題を解決するために 1996 年に設立。示したかったのは、将来的な畜産業界のある

べき姿であり、生産者のプロフェッショナル化及び意識改革（新たなテクノロジーの導入や

そのインパクト等を十分に考慮）。 

 生産者（特に小規模生産者）を助け、生産者としての誇りと自信をつけてもらうとともに、

消費者への情報提供を促進するために、獣医としての経験を踏まえ、牛の飼育に科学を導入。

科学により品質とは何かを追求し、それを高める活動を行うことで、後世に残せる良い食品

づくりに取り組んだ。 

 La Granda では、年間約 5,000 頭を屠殺（設立当初は 50 頭）。イタリア全土では約 300 万頭

で、地元（ピアモンテ）の飼育牛数は 3 万頭程度。およそ 110 軒の契約畜産農家があり、地

域内の屠殺場は中心地に１か所、郊外に 2 か所あり別業者が運営。 

 

②La Granda における取組について 

 消費者の立場からの製品のアイデンティティ付け（品質保証）。ワインにラベルがあるように、

肉にラベルを付けた（生産者名、産地、肉の種類（部位）、雌雄、年齢など）。また、自信の

証明として DNA 鑑定を導入。 

 肉牛の飼育については、獣医としての研究と経験から、動物のことをよく知ることが重要。

仔牛を健全に育てるためには、 初の 3～4 ヶ月は母親と一緒に過ごし、母乳を与えることが
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必要。牛の年齢は 13～14 ヶ月で出荷。 

 牛に消化の良い飼料（白とうもろこし、大麦、小麦の外皮、牧草（干草）など）を与えるこ

とが重要（大豆は遺伝子組み換え問題等から除外）。通常の飼料は多くが未消化で無駄が多い。

特に牧草は肉の味に関係する。また、飼料の粒の大きさ（消化時間の違い）に注目（仔牛に

は粒の大きい飼料を与えて胃を大きくさせる。成牛には消化時間のかかる粒の小さい飼料を

与える。大小の粒をミックスする場合もある）。なお、La Granda の肉とは異なり、一般の

肉の味は焦げやソースの味であり、肉そのものの味がない。 

 肥沃な土地が肉に与える好影響（肉のアミノ酸、プロテイン、脂質などの変化）に着目し、

土地に与える肥料に有機の考えを取り入れ、牧草（干草）からのバクテリアを肥料として活

用。化学肥料は使わない。 

 La granda の画期的な挑戦として、コストのコントロールもあわせて導入することで、肉の

出荷価格を年間を通じて安定化（同一価格を保証）し、生産者に安心感を与えている。主な

販売先はイタリア全土及び欧州各地が中心。国内では消費者に直接販売、または EATALY に

卸している。海外はレストラン中心に卸している（欧州ではパリ、ドイツ、プラハ、ルクセ

ンブルグ等。60～70 ヶ所程度の客先に直接配送。その他海外は NY、ドバイ、東京等）。定

期的な取扱確保に向けて、ワイン業者との連携も推進（ワインと牛肉の組合せ）。 

 EATALY は顧客とのコミュニケーションに優れた会社であり、La Granda は EATALY との

タイアップで成果を挙げている。また、スローフード協会とも連携しており、サローネ・デ

ル・グストに出展したり、La Granda の牛肉は同協会のプレシディオに登録されている。ス

ローフードとの関係は現在も続いており、必要に応じて動物の健康や育成方法などについて

共同研究などを行っている。 

 

③各国での牛肉販売戦略について 

 肉を販売するための方法としては、①肉の美味しさをシェフに紹介すること、②肉の販売価

格を下げること、の 2 つが考えられる。La Granda の牛肉を仮に日本で販売するとすれば、

スローフードと EATALY の活用や著名シェフとの連携によるコミュニケーション促進が考

えられるが、日本は未だ輸出できていない難しい市場と認識。なお参考まで、岩手の短角牛

に La Granda で開発した飼料を与えており、日本の EATALY では短角牛を販売している。

NY の ETALY のピエモンテ牛は全て La Granda のものである。 

 もし和牛を欧州で販売するとすれば、現在問題となっている純粋和牛でない和牛との差別化

が必要不可欠。和牛の知名度は高く、評価も高い魅力的な商品であるが、市場がコントロー

ルされていないことが問題。具体的には、①DNA 鑑定の導入（混血和牛と差別化し、限定的

な販売により市場をコントロール）、②生産者から配送業者、料理人、消費者までの各主体間

の適切な業務分担（チームワークのもとに各主体が責任を果たすこと）が重要。また、単に

売るだけではなく、食べ方や料理方法についての紹介・説明も必要。 

 

④公的部門からの支援の有無・内容について 

 政府による支援は基本的に大手企業が中心であり、La Granda のような中小企業は対象とさ

れていない。我々はこれまで全て独力で成果を挙げてきた。こうした経緯もあり、当初ピア
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モンテ州政府とは犬猿の仲だったが、 近では先方からのコンタクトもあり改善の方向に向

かいつつある。 

 

⑤日本食・食文化について 

 日本食・食文化で評価できる点は、素材を重視していること、消化しやすいこと、見た目に

もきれいで食欲がわくこと、飾りが大げさでなくバランスが取れていてエレガントなことな

どが挙げられる。課題と考えられる点は、ワインがないこと、魅力的なお菓子が少ないこと

（食べたいものがない、甘すぎる）などが挙げられる。 

 一方でイタリアの食文化とは、単に食べるだけではなく、家族がテーブルについて団らんし

ながら食べるなど、その背景までを考えるべきものである。イタリア食文化とは、庶民の貧

しさの中で母親（マンマ）の工夫から出てきたものである。他方で地中海食文化では、どの

ように食べるかが重要であり、季節ごとの旬を大切にし、素材の味が分かるものを食べる点

は、日本の食文化と共通している。 

 イタリア（ミラノ）での日本食（レストラン）の課題としては、本物の職人が少ないこと、

食材が不足していること、中国人等の影響が少なからずあることなどが考えられる。 
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日時 2014 年 6 月 30 日（月）15 時 30 分～16 時 30 分 
訪問先 組織名 University of Gastronomic Sciences（食科学大学） 

面会者名 Mr. Piercarlo Grimaldi（学長） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  食科学大学概要等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①食科学大学の概要について 

 食科学大学は開設 10 年目の新しい大学であるが、現在 10 周年を記念した催しが多く開催さ

れており、先週は Slow Food 運動 25 周年と食科学大学 10 周年の合同イベントが開催され

た。 

 スローフードの理念に沿ったカリキュラムに対し、高等教育機関（大学）の認可を得るのは

大変難しかったが、州政府などの支援があり開校することができた。カリキュラムは人類学 

50％、食科学 50％。 近では実際に料理をつくる調理コースを新設した。 

 3 年コースの学生は、欧州など世界 15 カ国で研修旅行を経験し、欧州や世界各地における食

文化の歴史や知識を学ぶ。過去 10 年間の卒業生は 1,000 人を超えた。現在は 3 年コースに

450 人が在籍。2 年の特別コースの新入生は 400 人の応募から 85 人が合格。1.5 年の職人研

修コースは約 60 名が在籍（チーズ 20 名、ビール 20 名、パン 20 名）。座学が約 200 時間、

その後 1 年間が現場（2 か所）での実習。 

 学生の出身国は、イタリア 30％、海外 70％（65 カ国）。日本人学生は 3 年コースでこれまで

に 4 名（現在 1 名）、マスターコースで 10 名前後。卒業生の国別ではドイツが多い。マスタ

ーコースは英語で授業が行われる。北アメリカからの学生も多い。年齢は比較的高い。 

 

②食科学大学の活動と成果について 

 イタリアの多くの大学が設立 500 年以上であり、ボローニア大学は 1,000 年以上の歴史を有

する中、食科学大学は 10 年という短い期間で世界の食科学の考え方を変え、世界的に認知さ

れるに至った。 

 スローフードの理念は、過去を振り返り伝統や食生活を現在に生かすことである。食べると

いうことは、現代社会では「生きていくための手段」であるが、「本来の食に対する価値の見

直し」が必要である。 
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 食科学は約 200 年前（1700 年代終わりから 1800 年代初め）に誕生したと考えられているが、

理論と方法、技術がなかったために科学的な発展がなかった。食科学大学は、セオリー（理

論）、メソッド（方法）、テクニック（技術）を開発し、確立したことにより成功したが、そ

の背景にはスローフードによる支援があった。スローフード協会は世界 130 カ国に支部があ

り、食科学大学はスローフードのミッションを引き継ぎ、各支部を通じて世界各国で現地研

修を実施している。 

 学生の多くはスローフードに関心があり、大学での取組がスローフード運動に繋がっていく。

また、学生の中には地中海食文化にも関心を有する学生もいる。アフリカからの学生は、奨

学金を得て勉強し、卒業後にスローフードの「アフリカに 1 万個の畑を作るプロジェクト」

に参加するケースもある。これまでの 1,000名の卒業生のうち約 25％が起業している。また、

被災地などへの支援プロジェクトに参加しているケースもある。卒業後 1 年以内の就職率は

約 90%程度。 

 

③外部組織・機関との連携について 

 海外の大学との連携について、多くの海外の大学は食科学大学が小規模にもかかわらず何故

成功しているのかに関心がある。京都大学など日本の大学とも文化交流や交換留学生受入を

行っている（現在 2 校と提携）。 

 国際機関等との関係について、従来は全く関わりがなかったが、 近は研究などについて問

い合わせや照会が来ている。EU ではスローフードの欧州内規制など、2 つの研究プロジェク

トを実施している。FAO とのつながりもある。 

 食科学大学のファイナンスについて、予算は基本的に授業料収入でまかなう（総額 80 万～100

万ユーロ）。政府からの補助金は約 20 万ユーロ。2009 年に大学の財政状況が悪化し、外部支

援を受け入れることを決定し、30のスポンサーに年間 5万ユーロの支援を依頼（現在も継続）。

スポンサーは、イタリア以外からも受け入れており、日本企業からの支援も可能。スポンサ

ーは通常、大学運営に関する会議に出席してもらう。この他にスローフード協会創設者など

篤志家からの個人的な支援がある。 

 

④地中海食文化とスローフードとの関係について 

 地中海食文化が 1 つの現実の生活様式・食習慣（例：バターの代わりにオリーブオイルを使

うなど）であるのに対し、スローフードは食の「おいしい」・「きれい」・「ただしい」を理念

とするムーブメント（運動）であり、両者は次元の異なるものである。 

 地中海食文化は、スローフードが目指す例えば「地産地消」を含んでおり、スローフードに

おいては、地中海食文化もムーブメントの対象の 1 つである。スローフードは、世界の食文

化がムーブメントの対象であり、日本の「一汁四菜」「発酵食品」も対象になり得る。 

 

⑤食文化の注目すべき動向／研究テーマについて 

 食文化についての 近注目すべき動向／研究テーマについて、1 つ目は「火」がある。従来

料理には「火」を使っていたが、今日では電子レンジや IH クッキングヒーターなどの普及

により「火」を使わなくなってきた。将来どうなるのか。 
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 2 つ目は「寿司」がある。寿司文化は、世界的に急拡大し過ぎた印象を持っている。自分は

寿司を食べることができておらず、過去の食生活になかったことを理解するのは難しい。な

ぜここまで流行しているのか。「寿司」の普及は今後どうなっていくのか。 

 3 つ目は「Granaries of Memory」という取組である。記憶の貯蔵庫を意味し、現代の食生活

において消えつつある伝統や習慣を将来にビジュアルで残すために、老人の食生活を映像と

して記録するという人類学的研究である。現在のところは、イタリアのみを対象としている。 
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日時 2014 年 6 月 30 日（月）17 時 00 分～18 時 30 分 
訪問先 組織名 Slow Food Italia 

面会者名 Mr. Daniele Buttignol（事務局長） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①スローフード協会の概要について 

 スローフードが提唱する「おいしい」・「きれい」・「ただしい」の哲学を消費者に理解しても

らうためには、単にスローガンを唱えるだけでは伝わらず、「目で見て、食べて実感」するこ

とが必要。スローフードの全てのプロジェクトは、スローフードの哲学をイベントやプロモ

ーションなどを通して浸透させる（多くの人に食について学んで貰い、毎日の食生活にスロ

ーフードのコンセプトを取り入れる）ために実施している。 

 

②スローフード協会の主な取組について 

 スローフードの主な取組の 1 つに「サローネ・デル・グスト（食の祭典）」がある。食の祭典

はスローフードの哲学を実感してもらうため 1996 年から隔年で実施。この取組では生産者、

特に中小の生産者と消費者のコミュニケーション・交流を通じて、消費者に生産者（漁師、

農家、酪農家、養蜂家など食に関わる全ての生産者）の存在を知らしめ、特に中小生産者の

市場参入をサポートし、彼らに誇りを持ってもらうとともに、消費者の食についての知識を

豊かにすることが目的。 

 参加者は生産者であることが重要であり、卸問屋や小売店（スーパー）は参加できない。た

だし、レストランについては、来場者に地域の食材で料理されたものを試食してもらうため

に、ブースは持てないものの特別に参加してもらっている。 

 開始当時は、食を文化として捉えることが難しい時代であり、大企業を対象にしたイベント

が中心だったため、食品業界やメディアはスローフードの取組に対する評価は非常に低かっ

た。 

 スローフードの哲学に合わない大手企業などは対象から除外している。大手企業は自ら市場

とコミュニケーションを図る能力があり、サポートの必要性が低い。但し、大企業でも我々

の哲学が共有されればもちろん参加することは可能。対象は子どもから大人まで含まれる。 
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 もう 1 つの取組に「テッラ・マードレ（母なる大地）」がある。このプロジェクトは 2004 年

から開始し、以後、食の祭典と同時開催している。母なる大地プロジェクトの背景には、生

物多様性の保護や食育などの学者や研究者たち約 600 人のコミュニティが存在しており、生

産者とこれらの学者、研究者がコミュニケーションをする場として母なる大地プロジェクト

をスタートさせたことがある。 

 イタリアでは、生産者は社会的に低い層に位置付けられ、自身の存在価値の認識や誇りを持

つことが難しかった。本プロジェクトの目的は、生産者と食の関係者とのネットワークづく

りであり、生産者が支援されていることを認識するとともに、生産者の仕事の重要性を再確

認することで、生産者の地位向上を図ることである。 

 母なる大地への参加国は 2004 年開始当初は 50 カ国だったが、世界的にネットワークが拡大

し、現在では 170 カ国にものぼる。本プロジェクトでは、生物多様性を保護するとともに、

食育を推進することで、スローフードの基本理念の実現を図っている（例：環境と調和した

生産の実現等）。 

 

③主な取組の成果について 

 スローフード協会のネットワークと母なる大地のネットワークの両側面から様々な取組を展

開した結果、スローフードの基本理念の世界的な浸透が推進した。母なる大地への参加国が

50 カ国から 170 カ国に増加しているのも成果の 1 つといえる。 

 生産者は、自然や環境問題を考慮した商品を生産するのに対し、一般社会では「お金」が評

価の対象である。お金ではなく、スローフードの考え方に対する価値が認められる社会にな

るには、社会が変化しなければならないが、その実現は大変難しいのが現実である。 

 成果を考える上でのポイントとして、スローフードはムーブメント（運動）であり、具体的

なビジネスの成果を求めるものではない。スローフードのミッションはお金ではなく、基本

理念の世界的な浸透である。 

 プレシディオにリストアップされている商品は現在約 220 品目。1 つの商品には約 6～7 社が

関わっている。現在参加しているイタリア国内の中小企業は約 2,000 社あるが、他の多くの

中小企業が倒産していく中、プレシディオに参加している中小企業は殆ど倒産せずに存続し

続けている。これも大きな成果の 1 つである。 

 

④スローフード協会の運営等について 

 スローフード協会の会員は消費者が中心であり、生産者は必ずしも会員にならなくても良い。

一般会員の年間会費は 25 ユーロ、特別会員は年間会費 70 ユーロ。イタリア国内の会員数は

約 4～5 万人（一般・特別会員含む）。会員特典はイベントの参加や書籍の割引、グッズ購入

等である。その他、企業や政府等からのイベントのスポンサー料や書籍販売収入などがある。 

 イタリア、米国、日本、オランダ、スイス、ドイツ、英国の 7 カ国は自立権が与えられてお

り、各国が自ら自由に会費額等を決めて徴収・運営している（収入の数％を協力費としてス

ローフード・インターナショナルに納付）。 

 事業規模が も大きなプロジェクトは食の祭典である。2012 年は 5 日間で 22 万人の来訪者

があり、入場料は一般 20 ユーロ、会員 10 ユーロ（平均 13 ユーロ）であった。ブースの出
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展料は 1 ブースあたり 2,000～2,500 ユーロで 800～1,000 の生産者が参加した。なお、同時

期に別会場で開催している母なる大地については、スローフード協会がアフリカなどの財政

に余裕がない国からの参加者（約 4,000～5,000 人）の経費（交通費＋滞在費）を負担してい

る。 

 スローフード協会本部では、正規スタッフ 108 人とボランティアスタッフ約 20 名で全ての

事業を運営している。 
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日時 2014 年 7 月 1 日（火）10 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 EATALY ミラノ店 

面会者名 Mr. Luigi TESTA（新規店舗開発マネージャー） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①EATALY の概要について 

 EATALY 社のビジネスコンセプトは、①商品販売を通じた食文化の継承・普及への貢献、②

レストランを通じた食文化の継承・普及への貢献、③教育を通じた食品に関する理解の促進

（生産者が情報を発信することで、消費者（子ども、大人、食品関係者）の食品に関する理

解を促進）の 3 つである。 

 プロモーション戦略については、店内でのコミュニケーションを中心とし、商品そのものを

消費者に理解してもらうために口コミを重視している。その他、新聞広告等の PR を実施す

ることはあるが、マスコミュニケーションへの投資（PR 費用）はあまりかけていない（PR

よりも生産者の発掘により使うべきとのスタンス）。会員カードは発行していない。 

 企業概要は、イタリア国内店舗数 11 店（さらに 6 店舗を新規開店準備中）、海外店舗数 14

店（イスタンブール、ドバイ、モスクワ、サンパウロ、ロサンジェルス、シカゴ、ニューヨ

ーク、パリ、ロンドン、モナコ、ミュンヘン、東京他）。フランチャイズ店と直営店があり、

米国と日本はフランチャイズ（合弁経営））。売上高は日本店のみで約 12 億円（2012 年）。 

 従業員数は国内・海外合計で約 2,000 人。イタリア国内で約 1,200 人（ミラノ店（5,000 ㎡）

のみで約 300 人）。 

 レストランでの教育については、シンプルであること、素材そのものの味を大事にすること

を重視している（例：La Granda 等）。メインは肉＋サラダ。 

 オンラインショップを開始してから 1 年になるが反響は良い。海外店舗でもオンラインショ

ップの展開を計画している。 

 

②EATALY とスローフードの関係について 

 スローフードとは連携関係にあり、例えばビールについて生産者が誇りを持つように支援す

る取組などを行っている。スローフードと EATALY の関係は双方向であり、相互のコミュニ
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ケーションが重要である（互いの規模の大小は関係ない）。両者の発想は基本的に同じであり、

食に対するアプローチで共有する部分は多いが、それぞれの活動の場が異なる。 

 取扱商品は EATALY の経営哲学に沿うものであることが条件であり、中小企業の商品も大企

業の商品も取り扱う（スローフードの理念を重視しつつ供給安定性も考慮）。イタリアの食品

企業数は約 5.5 万社あり、食品産業は製造業に次ぎ 2 番目に大きな産業である。EATALY の

経営哲学は、 高の品質の商品セレクション、及び顧客への適正な価格での販売である。価

格面について理解を得るためには、顧客への豊富な情報提供と教育が必要であり、食品の価

値向上が重要（体の中に取り入れるものにもっとお金をかけるべき）と考えている。 

 生産者重視の背景は、消費者に 終的に良いものを食べてもらうためには、まず生産者あり

きであるためであり、消費者を軽視しているわけではない。消費者の食と健康についての関

心は高く、消費者の知識レベルは高まりつつあるが、引き続き消費者教育が重要である。 

 

③EATALY の海外戦略について 

 海外展開における商品戦略について、イタリアの生物多様性を重視しているため、現時点で

は基本的にはイタリアの国内商品の取り扱いを優先している。進出国の商品選択は、ビジネ

スチャンスが確認できたものに限定しており、まだ一部商品に限られている。 

 イタリアの EATALY における海外商品（例：スローフードの理念に沿った日本食品など）の

取扱可能性について、まずはイタリア国内の商品から着手しており、消費者が望む商品でも

現時点では海外商品の取扱いは難しい。将来的には可能性があるが、今はまだ早い（商品を

発掘している段階）。 

 

以上
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日時 2014 年 7 月 1 日（火）13 時 00 分～14 時 30 分 
訪問先 組織名 The International Chef Congress 

面会者名 Mr. Paolo Marchi（ジャーナリスト） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 イタリア料理・食文化について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①イタリアの食文化について 

 フランス料理とは異なり、イタリア料理を一括りにはできない。40 年前にはイタリア料理と

いう概念自体がなかった。1960 年代末まではイタリア各地の料理を食べることは困難であり、

住んでいる地域の料理しか食べることができなかった。その後、1970 年代～1980 年代にか

けて日本料理と中華料理が入ってきて、時を同じくしてイタリア料理という括りができた。 

 イタリア料理はマンマ（母親）の味であり、各土地ごとの食文化に違いがある。父親は外で

働き、母親が料理を作り、家族そろって食べるという習慣であるが、1970 年代以降の経済発

展とともに人々が豊かになり、「いいものを食べたい」という欲求が出てきた。 

 以前のイタリア料理（レストラン）は、家庭的な雰囲気のビュッフェ形式が中心であったが、

1980 年代にマルケージュというイタリア人著名シェフが、日本料理の盛り付けのアイディア

を取り入れて、料理を個別の皿に盛り付けるなど現代イタリア料理の確立に貢献した。現代

のイタリア料理は、①伝統的な料理と、②斬新な創作料理に分けられるが、どちらをイタリ

ア料理とすべきか等、議論のテーマになっている。 

 共働きの増加、女性の社会進出、小家族化の進行等、ライフスタイルの変化により、家庭で

の料理は変化しつつある。食習慣も変化してきており、例えば以前はランチに 3 時間もかけ

たが、 近では食事の時間は短縮化の傾向にある。これに伴いレストランの営業時間も変わ

ってくる。こうした一連の変化から、特にイタリア北部を中心に伝統的なイタリア料理（家

庭の味）を継承することが困難になってきている。 

 1956 年に初めてミシェランガイドブックが発行され、イタリア料理がレストランの料理と家

庭の料理に区分された。当時のイタリア料理はシンプルでイメージしやすかったため、ガイ

ドブックも分かりやすかったが、新しいイタリア料理の出現により複雑化したこともあり、

近年のガイドブックは以前より分かりにくくなった。 
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②スローフードとイタリア料理の関係について 

 スローフードは地方の小さな生産者を助ける素晴らしい活動をしている。スローフードは例

えばファーストフードを食べるときに、消費者にイタリアには素晴らしい肉と野菜があるこ

とを思い出させてくれる。消費者に自分たちが食べている物を考えさせ理解させることが重

要である。 

 1940～50 年代、人々は地域の食材しか食べていなかったが、輸送革命が起こりそれまで口に

していなかった食材、料理を食べられるようになった。その結果、生物多様性の重要性が薄

れてきた。この現象は、イタリアだけではなく世界的な傾向であり、国際社会が共有すべき

重要な課題である。 

 

③日本食・食文化について 

 ミラノ市では約 125 店の日本食レストランがあり、そのうちおよそ 15 店が日本人経営であ

る。ミラノ市 初の海外レストランは 1970 年にサントリーが開業した日本食レストランで

ある（ミシュラン 1 つ星を獲得）。その後、中国料理レストランが開業した。 

 人気の高い日本食としては、寿司、刺身、てんぷら、鉄板焼きなどがある。一般的な日本食

材・調味料としては、大豆、醤油、わさび、しいたけ、酢などが挙げられる。イタリア料理

には辛いものが無く、イタリア人は辛さが苦手なため、わさびの普及可能性については疑問

がある。しいたけや鰹節は旨みもあり可能性が期待できる。イタリア人は酢（バルサミコ等）

が好きなので日本の酢も可能性がある。醤油はコクのあるものの方が可能性がある。 

 お菓子については、イタリアと日本のお菓子のコンセプトには違いがあるため、日本のお菓

子がイタリアで普及するのは難しいのではないか。 

 日本料理は確かさや信頼性が特徴ではあるものの、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ハンガリー人、韓国人、中国人など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ことは重要な問題である。例えば中

国人は当初、中華料理レストランを経営していたが、より儲かるというだけの理由で日本色

レストランに参入した。 

 日本食レストランの問題点について、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。 

 



 

面談・打ち合わせ記録(8) 

- 101 - 

日時 2014 年 2 月 4 日（火）10 時 00 分～12 時 00 分 
訪問先 組織名 Rata（ロンバルディア州の伝統的なイタリアンレストラン） 

面会者名 Mr. Cesare Battisti（オーナーシェフ） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、齋藤、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 イタリア料理・食文化について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①レストランの概要について 

 このレストランのコンセプトは、ロンバルディア州の伝統料理を提供するモダンなオステリ

アであること。レストランの建物は約 100 年前の鉄道レール用の倉庫を改造したものであり、

ミラノ市役所がこの建物を保存するためのコンペを実施し、自身の提案が受け入れられた。

室内家具は元々あったものを活用し、レールの再利用もしている。レストラン前の庭（公園）

はミラノ市の公共施設である。なお、このレストランでは、野菜を農家から直接購入してい

る。 

 レストランでの取組の 1 つとして、子どもを対象とした教育的なプロモーションを定期的に

実施している。例えば、自転車でレストラン来訪者は 10％ディスカウント、2 人乗り自転車

なら無料にするなど、各カテゴリー別にテーマを出して、その意味を理解させる。なお、ス

ローフード協会と協力し、公園内の畑では子どもたちが野菜を栽培している。 

 

②日本食・食文化について 

 日本食に対する印象・評価は純粋、複雑。知っている日本食材・調味料は昆布、日本米、寿

司酢、出汁、梅干、花かつお、味噌、豆腐、和牛など。自身を含め、 近ではイタリア料理

に出汁（花かつお）を使うイタリア人シェフが多くなっている。ソースづくりに以前に味噌

を使ったこともあるが、今は使っていない。 

 イタリア人はラーメンが大好きであり、寿司の次の流行はラーメンではないかと考えている。

以前に友人が日本でラーメンづくりを修行して帰国した後、ミラノ市で豚骨ベースのラーメ

ン店を開業している。ラーメン文化はイタリアの食文化に近く、イタリア料理にラーメンに

近い料理がある（例：Stracciatella（野菜＋卵とじ＋緬であっさりしたラーメンに近い味）、

Tortellini in Brono（豚肉＋牛肉＋兎肉のミンチを入れたトルティーニ入りスープなど）。 

 ミラノのラーメン屋は、日本人経営が 2 軒、イタリア人経営が 1 軒、ブラジル人経営が 1 軒
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ある。ミラノにはフランス料理店は１軒もない。ちなみに、パリにはイタリア料理店はおよ

そ 10 軒程度。 

 自身がシェフとして日本料理から学んだことの 1 つは、料理のエレガントさと料理を作る姿

勢である。 
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日時 2014 年 7 月 1 日（火）17 時 00 分～18 時 00 分 
訪問先 組織名 Embassy of Italy to Austria（在オーストリア・イタリア大使館） 

面会者名 Mr. Gianluca Greco（外交官、イタリア商品輸出促進担当） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 
黒田、夏目 

大橋（通訳） 

主な議題 イタリア食品のプロモーションについて 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  なし 

入手資料  なし 

 

電話インタビューから下記の情報を得た。 

 

①イタリア食品のプロモーションについて 

 大使館の施設を利用してイタリア食品の紹介イベントを企画する。通常は 1 日でプレゼンテ

ーションと試食を行う。2014 年は 10～11 回程度の開催を予定している。イタリアの食品に

対する海外の関心が高まっているため、イベント開催数は 5 年前に比べると約 2 倍に増加し

ている。 

 イベントは大使館が企画するものと、業界・地方自治体が企画・申請してきたものの中から、

優れた内容の企画のみを選定して実施するものがある。なお、当然ながら大使館がプロモー

トするのは食品だけには限らないが、食品関連のイベントは多い。 

 イベントの目標は長期に及ぶものではあるが、イタリア商品に対する海外の関心を高めると

ともに、イタリア商品の認知度を高めること。イベントの評価について具体的な基準はない

が、例えば招待状の発送数のうち 50～60%が出席したら一応成功とみなしている。イベント

により対象が異なるが、通常はメディア、学者、業者など招待している。 

 大使館としてのスローフードへの取り組みについては、各大使館の考えにより異なっており、

例えばフランス、イギリス、アメリカでは積極的な取り組みをしている。 

 

②プロモーション関連の予算等について 

 参加企業に対する大使館からの経済的支援については、各イベントにつき 10 スポンサーに限

定している。以前は各省庁が別々に実施していたが、 近では各関係省庁がまとまり共催で

実施するようになった。 

 イタリアでは、ICE と呼ばれる輸出促進支援機関（日本の JETRO に相当）が、約 20 年前か

らイタリア食品の海外進出を支援している。輸出促進関連の年間予算は、外務省はなし、農

水省は約 13 億円、ICE は約 100 億円、この他に州政府等の予算がある。例えば、先月ウイ

ーンにおいて、レモン組合とリキュール企業の連合プロモーションを支援した。 
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 外食産業が世界的レベルで高いのは、フランス、日本、タイであろう。イタリア食品は世界

のレストランで使われていない。各地域のレストランシェフがイタリア料理として紹介して

いる。20～30 年前は海外のイタリアレストラン 100 軒のうち、1 軒がまともなレストランだ

った。どのような理由からか分からないが、現在は品質が良くなってきている。 

 

③イタリア商品の偽物対応について 

 大使館がイタリア商品の「偽物」商品を発見したら、本国に報告する。例えば、偽者の「パ

ルメザンチーズ」や「パルマハム」などを発見したら本国にレポートする。政府は偽物のチ

ェックのみで、具体的な対応策については業界や企業などに一任する。 

 

以上
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（２）フランス 

日時 2014 年 7 月 2 日（水）15 時 30 分～17 時 00 分 
訪問先 組織名 フランス食品振興会（SOPEXA） 

面会者名 

Mr. Philippe Nauche (Director Affaires Publiques) 

Ms. Claire Maurice (Business Intelligence Manager) 

Ms. Jocelyne Fouassier (“Brand France” Promotion/                 

Sensitive Communication Director) 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 輸出促進の取組（組織概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  パンフレット、機関誌等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①SOPEXA の概要について 

 SOPEXA は 1961 年設立のフランス食品等の輸出振興機関。設立当初はフランス農水省が

15%の出資をしていたが、2008 年に保有株式を Credit Agricole 銀行グループに売却し、現

在では民間企業となっている。株式保有シェアは、Credit Agricole 銀行グループ 20%、各業

界組合 50%、その他 30%。 

 従業員数は約 300 人（内訳はパリ 80 人、海外 220 人）、海外拠点は世界 26 カ国・31 拠点、

日本事務所の設立は 1982 年。 

 年間予算は約 7000 万ユーロ（約 98 億円）。商品別の予算内訳は、ワイン 40%、酪農製品 10%、

肉類製品 10%、その他 10%。 

 フランスのワイン、食品、その他商品の輸出振興を行っている機関には、SOPEXA の他、

UBIFRANCE（貿易省所管のフランス大使館企業振興部。世界 60 カ国で 80 の事務所を設立）

や各国駐在の大使館などがある。チーズ、バター、ミルク等の乳製品に特化した CNIEL（フ

ランス全国酪農経済センター）という機関もあるが、SOPEXA が株式の 45%を保有している。 

 

②海外市場への輸出促進事業について 

 主な輸出促進事業は、スーパー等でのストア・プロモーション、PR イベントの開催・食品フ

ェアへの参加（見本市への出展）、広告キャンペーンの実施などがある。このようなプロモー

ション事業は、政府・民間によるプロジェクトに限らず、基本はコンペなどで公募案件を獲

得する（例：ボルドーワインの中国への輸出促進プロジェクトの公募等）。 

 プロジェクトの期間は通常 3～5 年間であり、例えばある政府プロジェクトの場合、5 年間で
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予算総額が 4500 万ユーロ（約 63 億円）、年間予算が平均 900 万ユーロ（約 13 億円）、対象

国 20 カ国で予算のうち 50％をフェアに配分するなど。 

 日本市場への投資総額は 1982 年からこれまでの累計で約 3 億ユーロ（420 億円）。優先投資

国（市場）は 1 位ドイツ、2 位アジア（日本含む）、3 位北米である。消費者教育は長期間を

要するものであり、浸透するまでに 15 年から 20 年くらいかかる。 

 日本の消費者調査で「チーズと聞いたときに思い浮かべる国」はフランスが 95％で 1 位であ

るが、実際に販売されているチーズの順位は、1 位オーストラリア、2 位ニュージーランドで

あり、フランスは 4 位である。このように、ブランドイメージと実際の販売実績には乖離が

あるため、プロモーションの対象商品は拡大し過ぎず、適切に選択することが重要である。 

 

③海外からの業務依頼について 

 海外からの業務依頼も受けており、例えば 近では韓国の欧州（フランス）進出プロジェク

トについて、マーケットの特性や適切なマーケティング手法等に関する具体的な計画策定を

請け負っている（予算額は基本構想のみで 低 3 万ユーロ～（420 万円））。 

 日本からも、例えばフランスのマーケットにおける日本食の販売拡大プロジェクトを受ける

ことはもちろん可能であり、我々は欧州市場に対する深い理解と数多くのマーケティング実

績、食品業界における幅広いネットワークを有している。 

 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

化が一番の課題である。 

 



 

面談・打ち合わせ記録(11) 

- 107 - 

日時 2014 年 7 月 2 日（水）18 時 00 分～20 時 30 分 
訪問先 組織名 Chirac Foundation（シラク財団） 

面会者名 

Ms. Valerie TERAANOVA（財団理事、コンサルタント） 
※シラクがパリ市長時代にパリ市東京事務所長として勤務（鈴木都知事

時代）。東京勤務時に「日本におけるフランス年」をお台場で開催（来

場者 45 万人）。シラク大統領就任時に本国に戻り秘書を務めた。 
住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①パリの日本食レストランについて  

 パリで和食ブームとなってから日本食レストランが充実してきているが、パリの日本人シェ

フのトップ和食レストランの価格は高すぎる（昼食で一人当たり約 200 ユーロ）。パリでミシ

ュラン星付の日本食レストランは 2～3 軒ある。和食は体に良い（健康な）イメージがあり、

ブームは今後も続くものとみられる。 

 フランス人は食に対してオープン・マインドであり、日本料理をはじめとする海外の料理も

違和感なく受け入れることができる。例えば、10 年前にはクスクスが流行したこともある。 

 

②日本食・食文化について 

 好きな日本食は穴子、鰻、蕎麦、寿司、ラーメンなど（うどんは硬いので苦手）。日本の料亭

は仲居がうるさ過ぎるのであまり好きではない。 

 

③イタリア料理とフランス料理の比較について  

 イタリア料理の特徴は技術、フランス料理の特徴はソース（複雑さ）。ワインはフランス、イ

タリアともに必須。 

 

④和食 PR パンフレット（フランス語）について 

 表紙タイトルについて、文章としては間違っていないが表現が現代的ではない。また、この

パンフレットの対象や目的などが明確になっておらず、 終的に目指すべき成果が何処にあ

るか不明瞭である。いくつも日本食が掲載されているが、焦点がぼやけるので戦略商品を 3

～4 程度に絞るべき。パリにおける和食の PR であれば、地元の日本語雑誌（例：WASABI

等）との連携を図るべき。 
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日時 2014 年 7 月 3 日（水）10 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 伊藤忠商事パリ事務所 

面会者名  

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、齋藤、夏目 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

 

資料 
配付資料  質問票 

入手資料  機関誌等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①欧州における活動概要について 

 伊藤忠フランスでは、主に食料、繊維、化学品、機械、金属等を取り扱っている。食料部門

の管轄地域は、フランス、ミラノ、スペイン、デンマークなど。ミラノ事務所ではスペイン、

イタリア、パリ事務所ではそれ以外の EU 地域を担当している。パリ事務所のスタッフは 2

名。主な業務は、東京本社からのリクエストに応じた商品の買い付け、日本への輸出手配な

ど。欧州本部はロンドンにある。 

 海外における日本食品の輸出入、販売委託等については、子会社のハローフーズ（ロンドン）

が行っている。ハローフーズは 5 年前に伊藤忠が買収し、社員数は約 50 名。競合他社では

JFC が一番強い。 

 

②フランスの食文化について 

 フランス人は食に対する関心が高く、自国の食文化に誇りを持っている。2～3 年前は地産地

消やフードマイレージの低さが注目されていたが、ある程度定着したこともあり、 近では

あまり関心が高いようには見受けられない。 

 「味覚の 1 週間」等の取組は主に子どもを対象とした食育プログラムであり、学校などが中

心として進めているが、大人が参加するなどあまり大がかりに行っている印象はない。 

 ここ 10 年ほどの大きな動きとして、有機食品の増加が挙げられる。オーガニックに認定され

た商品は認証マーク（BIO マーク）を付けることができる。BIO マークはフランス農水省が

管理している。 

 

③パリにおける日本食について 

 寿司などの日本食レストランは、特に 2004 年以降、増加傾向が顕著となっている（但し日

本人以外による経営が大半）。 近ではラーメン店が増加しており、例えば日本の一風堂がテ

イスティング・イベントを実施した（2014 年 9 月にロンドン店をオープン予定）。 
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 日本食レストランを普及させるためには、味を充実させることは言うまでもないが、それに

加えて価格を下げる努力が必要（例：一風堂のラーメン一杯 2000 円等）。パリ市内の一般的

なランチ価格は大体 7 ユーロ程度であるが、日本食だと 10 ユーロ前後かかる。 

 ボン・マルシェの食品部門（グラン・エピスリ）で 2014 年 10 月頃に日本フェアを開催予定

と聞いている（但し詳細は不明）。 
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日時 2014 年 7 月 3 日（木）10 時 00 分～12 時 30 分 
訪問先 組織名 Le Cordon Bleu International 

面会者名 
Mr. Charles Cointreau（アジア代表） 
Mrs. Marie-Noelle Guerin（事業開発部長） 
セツコ・ショアイ（アジア圏グループ担当） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 コルドンブルーでの取組事例詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  組織概要、パンフレット、レシピ集等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①ル・コルドン・ブルーの組織・体制について 

 ル・コルドン・ブルーは 1895 年にパリで創設。長らくはパリ校のみであったが、 近 20～

30 年で急拡大。現在は世界 20 カ国以上に 53 校。アジア地域ではオーストラリア（3 校）、

ニュージーランド、日本（2 校）、タイ、韓国等。今後は上海、台湾、フィリピン、インド、

マレーシアに開校予定。 

 パリ校の生徒のうちフランス人は 5～10%程度で、残りは全て海外からの留学生。アメリカ

には 17 校あり、他の料理学校と提携し運営。メキシコは 9 校（カンクン、メキシコシティ等）。 

 生徒数（本科コース）は合計 2 万人で、これまでの卒業生の累計数は約 30 万人にのぼる（日

本人は約 8,000 人程度）。講義内容は料理の他、菓子、パン、ワイン、チーズなどがあり、

近ではワインの輸出入やレストラン・マネジメント等の経営学なども含まれている。 

 上級の本科コース（ル・グラン・ディプロム）では、プロの料理人や食のジャーナリストの

育成などを行っているが、主な生徒の対象はアマチュアであり、年齢制限はない（旅行者で

も OK）。その他、半日～数日程度のショートコースや仏ランス大学と連携した味覚に関する

コース等もある。また、 近では世界各国の料理のコース（スペイン料理、タイ料理、ペル

ー料理等）もある。 

 ル・コルドン・ブルーのミッションは正しいフランス料理を世界に広めること。フランス料

理とは調理技術であり、オーギュスト・エスコフィエ（Auguste Escoffier）というシェフが、

伝統的なフランス料理のレシピを洗練させ、フランス料理の発展に貢献した。初級コースで

は野菜や肉の切り方から始まり、中級コースではフランスの地方料理、上級コースではデコ

レーションなど料理の芸術性を学ぶ。なお、日本料理の定義は明確ではなく、歴史的経緯や

地域的背景等から出てきているものであるが、あえて要約すると調理技術と食材と考えてい

る。 

 外部組織との連携では、世界各国の 15 の大学と食に関する共同研究などを行っている。欧州



 

面談・打ち合わせ記録(13) 

- 111 - 

の連携先は 3 校（仏、英、スペイン）。 

 

②日本食・食材の活用について 

 フランス料理に日本食材を使用することは可能であり、例えば東京校では既に昆布、味噌、

わさびなどを使っているし、フランスのお菓子にはゆずや抹茶が使われている。 

 日本食の紹介も可能と考えており、例えば将来的にパリ校のコースに日本料理を新設したり、

日本の然るべき連携先とともに、ル・コルドン・ブルーより日本料理の書籍を発刊すること

も考えられる（これまでにキムチやタイ料理、ペルー料理等をテーマとした数多くの書籍を

発刊）。 

 日本食材を紹介するのであれば、対象とする食材を絞るとともに、フランス料理等の各国料

理に組み入れる方がよい。なお、具体的な食材の活用方法等の提案があると望ましい。欧州

では日本食材の輸入規制の問題があるが、さらに交流が活性化すれば将来的にはより緩和さ

れていくはず。 

 

③和食 PR パンフレット（フランス語）について 

 素晴らしい取組であり、これまで日本食・食材に関する情報や資料が少なすぎることから、

今後さらに充実させるべき。なお、パンフレットの言葉遣いがややクラシックな印象を受け

る。また、ターゲットとする対象者が必ずしも明確にはなっていないように見受けられる。 
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日時 2014 年 7 月 4 日（金）10 時 00 分～10 時 30 分 
訪問先 組織名 ユネスコ日本政府代表部 

面会者名 特命全権大使 門司 健次郎 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、齋藤、夏目 

主な議題 日本食・食文化の海外普及について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①日本食・食文化について 

 和食はビュッフェスタイルに向かない。和食の真髄は座ってゆっくり食べること。大使公邸

等でのビュッフェスタイルの時は、焼き鳥、てんぷら、寿司を提供する。 

 パリでは和食レストラン（寿司、どんぶり物等）が増えたものの、基本的には 35 年前のパリ

駐在時とあまり変わっていない印象（例：日本食品専門店は京子のみ等）。 

 以前に「寿司ポリス」が一時検討されたが、このように政府が規制をするべきではない。評

価は民間機関が個別に実施すればよい。 

 日本人は食に対する多様性があり、例えばレストランの数は東京の約 16 万軒に対し、         

パリ 2 万軒、ニューヨーク 2.5 万軒である。日本には専門食店が非常に多い（例：うなぎ、

てんぷら、寿司、そば等）。 

 イラク大使時代、大使公邸で日本料理を提供していた。寿司は巻物だけでも喜ばれる。お客

様は日本料理を楽しみにして来られる。 

 以前に寿司が好きだという外国人の方に握り鮨を出したところ、生魚は食べられないという

ことがあった（寿司＝巻物をイメージ）。相手方の事情を知った上で、日本食の知識を伝える

ことが必要。 

 

②日本食・食文化の海外普及について 

 和食を海外に普及させるためには、関係各主体による個別の取組ではなく、オールジャパン

での活動が望ましい。 

 日本酒の PR については、自身が「酒サムライ」（日本文化と日本酒の素晴らしさを国内外に

広めることを目的とした取組）の 1 人でもあることから活発に活動しており、成果も出つつ

ある。課題は価格面である。 

 世界各国で日本のサブカルチャー関連のイベントが数多く開催されている。例えば、パリで

開催されているジャパン・エキスポは 4 日間で 25 万人の入場者数があった。世界中にこうし
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たイベントが大小あわせて 200 件程度開催されており、参加者数 1 万人以上集めるイベント

も多い（参考まで、名古屋のコスプレサミットは世界 20 カ国から 50 万人が参加）。 

 こうしたいわゆる「日本ファン」が数多く集まる機会を活用し、日本食・食文化を紹介する

ことは効果的。なお、会場で焼きそば、寿司、おにぎり、カップめんなどが販売されている

が、いずれも価格が高い上に美味しくない。日本食のイメージ悪化を防ぐためにも、きちん

とした日本食を提供することが必要。 

 フランスではシェフ、ソムリエは受勲の対象者とされるが、日本では文化勲章をもらった料

理人がおらず、日本料理が文化として認められていないように見受けられる。 
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日時 2014 年 2 月 6 日（木）15 時 00 分～16 時 30 分 
訪問先 組織名 CNIEL (National Center for Interprofessional Dairy Industries)  

面会者名 
Mr. Christophe Spotti (Responsible Milk Factory) 
Ms. Noelle Paolo（消費者教育担当） 
Ms. Veronique Pardo（研究コーディネーター） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 CNIEL における取組詳細（組織概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①組織概要について 

 CNIEL（フランス全国酪農経済センター）の年間予算額は約 4,000 万ユーロ（56 億円）で、

主な収入は EU＋フランス政府からの補助金約 400 万ユーロ（5.6 億円）と牛乳販売からの税

収。主な支出は、約 65%の 2,300 万ユーロ（32 億円）は国内プロモーション、残りの 880

万ユーロ（12.3 億円）は海外プロモーション。 

 国内プロモーションの対象商品は、①ミルク、②バター、チーズ、③ヨーグルトで、主なタ

ーゲットは母親である。海外プロモーションの対象商品はチーズのみに限定。プロモーショ

ン方法は TV、プレス、イベント、店頭プロモーション等のメディアミックスを実施。イベン

トへの出展計画は通年で策定している。 

 重点対象国は、①米国（90 万ユーロ（1.3 億円））、②ロシア（80 万ユーロ（1.1 億円））、③

日本（70 万ユーロ（約 1 億円））、④中国（50 万ユーロ（7,000 万円））、⑤韓国（40 万ユー

ロ（5,600 万円））。2013 年の輸出販売高は 7800 万ユーロ（109 億円）で、販売額の約 1%を

プロモーションに使っている。各プロモーションについては、 終的には主要株主である

SOPEXA の了解を得てから実施する。 

 海外に輸出しているチーズの種類は、イタリアでは 2～3 種類だが、フランスでは 1,000 種類

にものぼる。海外市場調査等については、BECOME というフランスの調査機関を活用して

いる。 

 

②組織・体制について 

 理事会メンバーは会長 1 名、副会長 2 名、理事 9 名、FNPL（National Federation of Milk 

Producers）、FNIL（National Federation of Milk Cooperatives）、FNCL（National Dairy 

Industry Federation）の各 3 名からなる。 

 2012 年度の年間予算総額は 3,700 万ユーロ（約 52 億円）。経営管理部門は科学担当と技術担
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当部署からなり、予算額は約 16.5％の 610 万ユーロ（8.5 億円）。経済・地域担当部署は約

16.8%の 623 万ユーロ（8.7 億円）。コミュニケーション担当部署は約 61%の 4,460 万ユーロ

（62.4 億円）。 

 

③フランスの乳製品・酪農関連データについて 

 2012 年の統計では、フランス国内の農家 72,300 軒、農家一軒当たりの年間総ミルク生産量

は 33 万リットル、乳加工企業数 330 社、酪農業界総従業員数 56,500 人、乳製品業界総販売

高 80 億ユーロ（1 兆 1,200 億円）、業界営業利益は合計 43 億ユーロ（6,020 億円）。 

 ミルク生産量は対 2011 年比で 0.7%減。1 リットル当たり価格は対 2011 年比で 5%減、平均

価格は 1,000 リットルあたり 31,476 ユーロ低下している。フランスの乳製品の家庭消費は、

食品支出の 14%を占めるが、クリームとチーズ以外の消費量は減少傾向にある。 
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日時 2014 年 7 月 4 日（金）16 時 30 分～17 時 00 分 
訪問先 組織名 Restaurant 60 

面会者名 Mr. Thouens Raymond（オーナーシェフ） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 日本食・食文化普及のための取組について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①日本食・食文化普及のための取組について 

 フランス（パリ）には日本の文化会館はあるが、日本料理のコミュニケーション促進のため

の交流拠点がない。海外現地における日本料理のためのコミュニティづくりが必要。 

 近年の日本食ブームにあわせて日本料理レストランが増えたが、そのほとんどは本物ではな

く、このような事態に早急に対処すべき。大使館との連携など、より公式な認定方法もあり

得るのではないか。 

 フランスの料理学校との連携も有効と考えられる（日本食やホスピタリティのコースなど）。

修了生には卒業証書を発行する。 

 地元のタウン誌、フリーニュースペーパー等の活用（例：Zoom Japan、Wasabi、Ovni（購

読者 5 万人）など）。 

 フランスではワインツアーがあるように、日本への日本食ツアーの企画・実施。例えば、観

光（文化遺産、歴史、自然等）と日本食体験、日本酒の生産者訪問をパックとし、現地で本

物の日本食や日本文化に複合的に触れてもらう。コストが問題になる場合、生産者などが一

部負担する等も考慮してはどうか。 

 海外の消費者の多くは、日本食に対してヘルシー（健康）なイメージを持っているが、非常

に重要な長所であるため、こうした健康イメージのさらなる強化が必要。 
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日時 2014 年 7 月 5 日（土）11 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 Casa Bini（イタリアンレストラン） 

面会者名 Mr. Simone Taiuti（レストランオーナー） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 齋藤、夏目、フランソワ（通訳） 

主な議題 フランスでのイタリア料理普及の取組について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①パリにおけるイタリ料理普及のための取組について 

 Casa Bini は 25 年前にパリでオープンしたトスカーナ料理専門のイタリアンレストラン。パ

リで初めてカルパッチョ（海産物、牛肉＋タルタル）を紹介した。当時のパリのイタリア料

理店は偽物ばかりで質が低く、質の高い本物のイタリア料理を紹介すべく店を開業したのが

始まり。 

 開業当初の 2 年間は十分な理解が得られず非常に苦労した。ファミリー・ビジネスで十分な

広告宣伝費を確保できなかったため、パリのジャーナリストを活用し、新聞や雑誌等にイタ

リア料理（レストラン）の紹介記事を掲載してもらうとともに、口コミで知り合い等に紹介

してもらった。こうした地道な取組により徐々に関心や評判が高まり、およそ 1 年後からよ

うやく軌道に乗った。 

 

②日本食・食文化普及のための取組について 

 大半（8 割程度）のフランス人は、日本料理といえば「生もの」をイメージし、フランス人

の半分程度は生ものが食べられないために日本料理を食べないケースがあり得る。「日本料理

＝生もの」のイメージ改善が必要。 

 価格の高さ。質の良い料理ではあっても、価格が高過ぎれば普及は難しい。例えば、夕食で

一人当たり 50 ユーロなら許容範囲だが、80 ユーロになると対象となる顧客層は限られてく

る。なお、欧州では食事にあわせてワインを飲む食文化のため、食事にワイン代を含めると

総額がどうしても高くなりがちな点にも留意が必要である。 
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（３）スペイン 

日時 2014 年 7 月 6 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 
訪問先 組織名 Cool Concepts 

面会者名 Mr. Carlos Momrate (プレミアム商品開発コンサルタント) 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①プレミアム商品の定義について 

 プレミアム商品とは歴史や伝統のある高質の商品であり、昔の地主や貴族が使っていたもの

を多く取り扱っている。プレミアム商品の一例として、例えばリオハのワインは高品質で有

名だが、元々はカタルーニャのワイナリーであるトーレスから派生したものである。 

 

② カタルーニャ州について 

 カタルーニャは商人の町であり、地中海沿いに面した港湾を有しているため、カタルーニャ

で生産されたスパークリング・ワインであるカバ（Cava）を北米に輸出し、物資を輸入する

ことで莫大な利益を得て発展した。 

 

③スペインの食文化について 

 スペインの食文化は地域により異なっており、特に北部と南部は大きく異なっている。例え

ば、内陸のコルドバ地方はイベリコ豚などの肉類が多いが、カタルーニャやバレンシア等の

地中海沿いの地域は、魚（アンチョビ等）や果物（オレンジ等）、野菜（トマト等）、オリー

ブオイル等を中心とする地中海食文化である。 

 スペインの食文化の共通項は、タパス文化、外（太陽の下）で食べることなど。家族のつな

がりについては、地方ではまだ残ってはいるものの、ライフスタイル等の変化に伴い、近年

は都会でつながりが弱くなってきている。 

 スペインの食事時間は、朝食 8:00～（牛乳、コーヒー、シリアル、フルーツ等）、 昼食 12:00

～（マドリード）、13:00～15:00（バルセロナ）、アペレチーボ（18:00～）、夕食 20:00～21:00

開始、大人だけなら 22:00 開始。一般的には 1 日 4 回の食事で、昼食が一番重要とされる。 

 

④ハモン・イベリコとハモン・セラーノについて 

 通常、ハモン・イベリコは黒豚、ハモン・セラーノは白豚からつくられる。スペイン語でハ
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モンは「ハム」、イベリコは「イベリア半島の」、セラーノは「山の」を意味する。豚の種類、

飼料、熟成期間・方法等により等級や価格が異なるが、イベリコは飼料にどんぐりが含まれ

る（どんぐり主体の一級品はベジョータ（どんぐりの意味）と呼ばれる）。イベリコ、セラー

ノともに法律で品質基準が厳格に定められている。また、生産者は各豚に登録番号で管理し、

商品タグ等を付けることでトレーサビリティや透明性を確保している。 

 ハモン・イベリコは主に輸出品であり、ハモン・セラーノは国内消費及び輸出ともにある。

ロシアが大口輸入・消費国であり、その他日本、米国、中国への輸出が多いが、相手国の輸

入制限等から、今のところ米国には 2 つのブランドしか販売されていない。 

 

⑤スペイン食品の輸出について 

 スペイン食品のうち、輸出に関心が高い商品はハム、ワイン、オリーブオイル。EU 政府は

EU 加盟国全体の農水産物の生産・輸出量を定め、補助金を配分するとともに、スペインを

含む EU 諸国に対して牛乳・肉・野菜・果物等の生産・輸出量の割当（Quota）を行い、そ

の後各国政府が重点商品などを決める。プレミアム商品はもともと生産量が少ないため、影

響はあまり大きくない。 

 スペインにおける輸出促進は ICEX（Instituto Español de Comercio Exterior）と呼ばれる

政策実施機関が行う（日本の JETRO に相当）。スペイン農水省は ICEX に輸出促進事業を依

頼し、必要な予算を配分する。事業内容はプロモーション、トレードフェア出展支援、通関

サポートなど。 

 アジアなどの成長著しい新興国（中国、インド等）でのプレミアム商品のプロモーションは、

試食会とトップレストランのシェフによる紹介（講習会等）が考えられる。例えば、現在プ

ロモーションを行っている地中海産のスペイン・ジン（GIN MARE）では、プレミアム商品

としてまず香港でトップレストランを対象としたイベントを開催し、その後スーパーで販売

を展開している。 

 プレミアム商品として重要なことは、商品そのものに競争力があること、価格に見合ったブ

ランド（商標）、味、品質などがあり、顧客が何故商品を買うのかを分かりやすく説明できる

ことである。 

 

⑥日本食・食文化について 

 日本食でイメージするものは、味噌汁、寿司、豆腐、餅、てんぷら、鉄板焼きなど。発酵食

品は食べたことが無い。スペインで受け入れられる可能性のある日本食は、見た目がきれい

で、スペイン人のイメージとあまりかけ離れていないものが良い（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している（自宅で楽しめる、健康的、

おしゃれ）。 

 

⑦その他（参考） 

 Elitegourmet 2013（スペインの特産物を紹介。料理への使い方も説明）www.elitegourmet.es 

 Alimentaria（スペイン 大規模の食品見本市で毎年 3 月開催） 

 CASTILLO（スペインの有力オリーブオイル企業）www.castilladecanena.com
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日時 2014 年 7 月 7 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分 
訪問先 組織名 Fundacion Dieta Mediterranse（地中海食文化財団） 

面会者名 

Mr. Domingo Valiente（所長） 
Dr. RamonEstruch（シニアコンサルタント、バルセロナ大学教授、医

師） 
Ms. Diana Julia Lobert 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 地中海食文化に係る取組詳細（組織概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  地中海食文化関連資料 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①組織概要について 

 地中海食文化財団は 1996 年創立の地中海食文化普及を図る非営利機関で、公共団体と民間

食品企業の共同出資からなる。主な活動は科学的な調査研究の実施、社会的な活動（コンフ

ァレンス、ワークショップの開催、証明書の交付）の推進など。 

 1990 年代当時は、スペイン各企業は地中海食文化の価値に気付いていなかったが、1996 年

に Alimentaria（スペイン 大規模の食品見本市）に参加しているスペイン食品大手企業 10

社を中心に地中海食文化財団の母体となる取組（”Congress Mediterranean”）を開始し、地

中海食文化の価値を再認識するとともに、科学的根拠（データ）を導入し始めた（会議は 2

年ごとに開催し、これまでに 20 回開催）。 

 地中海食文化財団は、上記の Congress Mediterranean を母体として、1998 年に公共団体と

民間団体が合併し、現在の形となった。出資元は公共部門が 50％（設立当初はカタルーニャ

州政府とバルセロナ市があわせて 50％出資。現在はスペイン政府＋カタルーニャ州政府＋バ

ルセロナ市）、民間部門が 50%（スペインの協賛企業・団体 15 社＋会員企業約 300 社）。 

 2014 年度の予算は、収入約 80 万ユーロ、支出約 70 万ユーロ。体制面は事務局スタッフ 3

名＋アウトソーシング＋会員企業からの派遣スタッフで対応。企業からの収入は、パトロナ

ート（出資者企業）については初年度会費が 1 社あたり 18,000 ユーロ、翌年度以降は 9,000

ユーロ。大企業は 1 社で 9,000 ユーロ支払えるが、中小企業は何社かが集まって支払う。今

後は参加企業をさらに多くし、独立性を高めたい。 

 上記支出（70 万ユーロ）は事業資金であり、調査研究事業の資金は約 1,000 万ユーロ（EU

＋スペイン政府より）。なお、研究資金は確約されたものではなく、毎年スペイン政府あるい

は EU 政府に対して計画書を提案し、認められたものに対して予算が付くシステムとなって

いる。 
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②地中海食文化について 

 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 も健康的な食生

活である。フルーツ、野菜、魚、肉、水、ワイン等の食品・食材を食べ、外に出て適度な運

動をし、家族や友人とのつながりを大切にし、精神的にも健全な生活を送ること。 

 そもそもの経緯は、1960～70 年代に心疾患問題への世界的な関心が高まったときに、地中海

沿岸諸国（ギリシャ、イタリア等）と北欧諸国（フィンランド等）、米国の発症者数の格差が

経済的格差に反して顕著に現れ、心臓病と地中海型食生活の関係性が注目されるようになっ

たのが始まりである。 

 上記より、伝統的な地中海型食生活では心疾患の発症リスクが少ないことが判明したが、科

学的なアプローチではなかったため、長期にわたる大規模な科学的調査を実施し、研究結果

を 2013 年に発表した（”Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a 

Mediterranean Diet”)。 

 上記研究ではコレステロールに着目し、心疾患のリスクが高い 7,500 人を 2,500 人ずつ 3 つ

のグループに区分（第 1 グループ：地中海型食生活＋エクストラバージンオリーブオリーブ

追加、第 2 グループ：地中海型食生活＋ナッツ＋乾燥果物追加、第 3 グループ：一般的な生

活）し、5 年間にわたりコレステロールをチェックした。その結果、第 1・第 2 グループはコ

ントロールグループ（第 3 グループ）に比べ、約 30％心疾患の発症率（リスク）が低く（予

防に）なることが判明した。この研究成果の発表に対し、米国で大きな反響があり、ニュー

ヨークタイムズやワシントンポスト等の主要紙で大々的に取り上げられた。 

 地中海食文化がユネスコの無形文化遺産に登録された際の取組の 1 つである「ソリア健康月

間」は、当財団の支援事業である。食生活の分析、目録作り、リスト作成、データ収集など

を行った。ただし、品質管理については政府の仕事であり関与していない。 

 

③地中海食文化の認証事業について 

 ある食品やレストランが「地中海型」であるかどうかをチェックし、認証するもの。応募者

からの申請について、パトロナート（出資者企業）を中心とする認証機関である「認証委員

会（10 名程度）」で審議し、要件を満たしているか、申請を受理（認証）すべきかどうか検

討を行う。委員会で 1 人でも反対意見が出ると、今度は学術委員会にまわして学術的な観点

からの意見を求める。そこでの意見を参考に、認証委員会で 終判断を行う。 

 認証事例として、「LIDL（リーデル）」（欧州 26 か国・世界 54 カ国に進出している格安スー

パーチェーン。本社はドイツ）の事例を取り上げる。LIDL が自社の PB ブランドについて

地中海食文化の認証申請があったが、特に健康面での要件を満たしていなかったため却下せ

ざるを得なかったことがあった。 

 

④スローフードと地中海食文化との関係について 

 どちらも目指すところは同じではあるものの、現時点では両者間で具体的な連携は未だない

状況にある。 

 

⑤地中海食文化財団の今後の方向性について 
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 地中海食文化に係る次の研究テーマとして、どのようにカロリーを減らすか、どのように運

動量を増加させるか、ゆっくりした生活を通じてどのようにメンタル面での充実を図るかな

どが考えられる。研究方法として、対象参加者 6,000 人を 3,000 人ずつ 2 つのグループに区

分（①地中海型食生活、②地中海型食生活＋カロリー、運動、メンタル管理）し、経過観察

を行うことを想定。 

 

⑥海外機関との連携について 

 地中海食文化財団は、中国広東省深圳に「地中海村」を建設し、地中海型食事を提供する官

民共同プロジェクトについて、先月、中国側と委託研究契約を締結した。スペイン政府は、

中国政府に流通を保障し、民間からは 2 社が参加している。 

 

⑦日本食について 

 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

大きな課題である。 
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日時 2014 年 7 月 8 日（火）11 時 00 分～12 時 30 分 
訪問先 組織名 Alicia Foundation（食と科学財団） 

面会者名 
Ms. Eva Farre（コーディネーター） 

Mr. Jaume Biarnes（シェフ） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 財団における取組事例の詳細（組織概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  組織概要資料等 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①Alicia 財団の組織概要について 

 社会貢献を目的として 2008 年に設立された非営利団体。設立当初はファンドの 50％はスペ

イン政府、残りの 50％は民間企業（地元のマリレッサ銀行を中心とした企業団）だったが、

2010 年頃に自主独立の機運が高まり、現在ではカタルーニャ州政府 50%（州政府内の文化セ

クションであるペドレラ財団）、民間企業等 50%（自ら調達が必要）。 

 Alicia 財団がある場所（カタルーニャ郊外）は 10 世紀ごろから修道院として使われてきたと

ころで、ある画家が土地を所有していたが、この土地が売り出されたときに銀行（Caixa 

Maures）が購入した。使い道を考えた末に、修道院、文化事業、ガストロノミーの 3 要素を

含むプロジェクトを考案し、現在の形が出来上がった。敷地内には修道院跡があり、また長

期滞在できるようにホテルとレストラン（2 つあり 1 つはミシュラン星付）が併設されてい

る。 

 Alicia 財団の目標は、食生活を改善し、健康な食生活を実践し、社会全体の食生活に貢献す

ること。Alicia 財団は、そのためのツールを提供する。ツールは具体のプロジェクトを実施

することにより生まれる。 

 経営機関である Alicia Committee（経営委員会）は 8 人（任期 4 年）からなる。構成はカタ

ルーニャ州政府（農水部門＋他部門）、ぺドレラ財団、民間企業・大学など（毎月 2 回開催）。

Alicia Committee は経営方針等を決定し、Committee の決定に従って各部門が対応する。

Alicia Committee の下に 3 部門（①調査研究部門、②健康部門（食習慣の改善等）、③食文

化・伝統維持・継承部門（文化遺産、地方の伝統料理等））が配置されており、あらゆるプロ

ジェクトは常にこの 3 部門が連携し、全体で取り組む。 

 

②海外との連携プロジェクトについて 

 Alicia では:海外からのプロジェクトにも対応しており、例えば 2 年前（2012 年）より、韓
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国の大手食品会社（大豆など穀物類）である SEMPIO（センピョウ）社のプロジェクトを受

託・実施している。このプロジェクトは、スペイン、欧州市場向け商品開発のための数年間

に及ぶ長期プロジェクトであり、韓国から研究員を当施設に受け入れ、韓国食文化の研究や

醤（ジャン）の輸出可能性のための市場調査等を行っている。Alicia では 終的にはツール

の提供を行い、それ以降の具体策については韓国側が自ら検討を行うことになる。 

 

③Alicia 財団のネットワークについて 

 Alicia 財団の理事長（評論家・ジャーナリスト）とエル・ブリのフェラン・アドリアが友人

関係にあったことから、当財団の活動にフェラン・アドリアが参加した。エル・ブリとの関

係は現在もあり、Alicia 財団のシェフのうち 3 名はエル・ブリ出身者である。他にも著名シ

ェフ（ロカ兄弟等）とのネットワークを有し、研究開発に効果的に活用している。 

 分子料理は、Alicia 財団が開発したものではないが、フェラン・アドリアとの関係もあり、1

つのツールとして活用している。 

 

④Alicia 財団における取組事例（プロジェクト）について 

 他施設と異なるのは、料理人と科学者とのコラボレーションを重視していること。取組事例

として、敷地内の農地を利用し、子どもたちに農場で栽培した作物を使った料理をつくるプ

ロジェクトを実施。研究グループは、以前は使われていたが現在は途絶えているハーブを復

活させる。年間予算は 100 万～130 万ユーロ。 

 研究予算は EU の公募で獲得するほか、民間企業（米クラフト社等）からの委託事業など。

一例として、ローティーン（14～15 歳）を対象とした食生活、食習慣の改善プロジェクトが

ある。研究期間は 2014～2015 年、予算は 150 万ユーロ。スペイン各地の高校からプロジェ

クトに関心がある学校を公募し、10 校を選抜し、Alicia からスタッフを派遣してプロジェク

トに関する説明を実施。生徒だけでなく先生にも参加してもらい、第一段階では何を食べて

いるかを記録し、第二段階では現在の食生活について「考える」、そして第三段階（現在）で

は、実際に食生活の内容を改善しているところである。 

 自分で調査をして、考えて、改善するという方法は成果が上がる。プロジェクトを通じて分

かったことの 1 つは、14～15 歳の子どもは家庭の食生活にほとんど関与しておらず、親がつ

くってくれた料理を食べるだけということ。 

 また、バルセロナの病院と連携して、糖尿病対策、アレルギー対策、老人や歯の無い人の料

理開発のプロジェクトを実施している。1 つの成果として、老人が若い頃に食べていた料理

を再現すると、体調が改善し、病気が良くなることが分かった。 
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日時 2014 年 7 月 8 日（火）17 時 00 分～18 時 00 分 
訪問先 組織名 GRUPO TRAGALUZ（レストラン＆ホテル・グループ） 

面会者名 
Mr. Gonzalo Rosa Almirall （財務・人事・総務担当) 

Mr. Joan Ferre（レストラン部門担当） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①会社概要について 

 GRUPO TRAGALUZ は、当初は小さなレストランから始めた。コンセプトはシンプルでお

しゃれな一口で食べられる野菜中心の健康的な一般家庭料理。1988 年～92 年はちょうどバ

ルセロナオリンピックの開催もあり、バルセロナに大きな変化があった時期でもあり、この

4 年間に大成功を収め、店舗数が拡大した。GRUPO TRAGALUZ は家族経営ではあるが、

家族を中心にして、各店舗の経営は主要な責任者 5～6 人が独立している。 

 現在はレストラン 21 店舗（90％はスペイン国内）、うち日本食レストランは 3 店舗、ロケー

ションはバルセロナ、マドリッド、ボコダ、ドバイ、ロンドン他。「キロメートル・ゼロ（地

産地消）」を重視し、食べることを楽しむ（エンターテイメント）が共通理念。食材の品質に

はこだわるが、ブランドにはこだわらない。 

 

②バルセロナの日本食レストランについて 

 日本食レストランを始めたきっかけは、オーナー家族とフランス料理の日本人シェフが友達

で、その日本人シェフがオーナー家族を日本に招待した際、日本食が好きになったこと。そ

こで、まず 1992～94 年にバルセロナ市内に居酒屋を開業し（寿司は無かった）、その後寿司

コーナーを増設。2005 年に 2 号店、2008 年に 3 号店を開業した。 

 日本食レストランの客は 95％がスペイン人で、売れ筋メニューは焼きそば、寿司、刺身（ス

ペイン食材を使用）。日本人シェフは技術指導担当が 1 人いるが、その他は例えばブラジル人

シェフを採用（発想が自由で斬新）。 
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日時 2014 年 7 月 9 日（水）9 時 00 分～11 時 00 分 
訪問先 

組織名 
FECIC（Catalan Meat Industry Federation）カタルーニャ州食肉

協会 

面会者名 
Ms. Elena Laguia（International Sales Dept.） 

Ms. Patlicia（アシスタント） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①組織概要について 

 カタルーニャ州の食肉屠殺業者、解体業者、加工業者の総数 220 社のうち 97％が FECIC に

会員として加盟している（但し酪農家は含まれていない）。カタルーニャの食肉は豚肉が主流

であり、200 以上のブランドを有する。海外販売先は中国、アフリカ、ロシア、米国が多い。 

 スペイン全土の豚肉生産量は年間 130 万トン、うち 50％をカタルーニャ州で生産（そのうち

70％を輸出）。食肉（特に豚肉）の輸入制限の無い国は全て輸出対象国としている。 

 FECIC の年間予算は約 10 万ユーロ程度（1,400 万円）。ファイナンスは自己資金と加盟企業

からの会費、州政府からの間接的助成など。カタルーニャ州政府との関係について、直接的

な財務支援は無いが、輸出促進に対して州政府関連機関による支援がある。 

 

②海外進出の進展・プロモーションについて 

 10 年前までは欧州市場が主であったが、既に生産量が多く経済危機の影響もあり、欧州市場

は飽和状態にあったため、海外市場開拓の必要性から進出先の多様化を図り、国際化が進展

した。輸出促進にあたっては、輸出相手国の規制が障害になることが多く、カタルーニャ州

政府の農水省や保険省にも協力してもらい共同で対応している。 

 生ハムの生産について、カタルーニャ州ではハモン・セラーノの生産に注力しており、ハモ

ン・イベリコは生産していない。商品の質によってプロモーション方法は異なるが、ハモン・

セラーノの場合、スペイン国内ではマス（一般大衆）をターゲットとした、日々消費できる

（料理にも使われる）商品としてプロモーションしている。 

 海外でのプロモーションの場合は事情が異なり、そもそも生ハム自体（ハモン・セラーノと

ハモン・イベリコ）の区別がつかず、一般的にハレの日に食べるものと位置付けられており、

「生ハム」としてのプロモーションになることが多い。なお、プロモーションの際には、歴

史や栄養的な利点、地中海食文化の食材の一部であること、調理の仕方の多様性等を PR し
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ている。また、脂肪分の考え方は国によって異なり、例えば日本向けは脂肪分の多いものが

好まれ、米国向けは少ないものが好まれる。 

 プロモーションの方法については、見本市への参加、試食付イベントの開催、セミナー開催、

スーパー等での PR 活動など。主なターゲットはインポーターとプレスである。 

 FECIC の会員企業で日本向けの認証（輸出許可）を受けている企業は 67 社ある。カタルー

ニャの産地証明書（IGP）は日本への輸出許可の生産地許可であり、例えばカタルーニャの

ハモン・セラーノとしてはブランディングをしていない。なお、一例として、オリーブにつ

いて、イタリアはスペインのオリーブを購入してイタリア産として販売している。 

 

③イタリアハムとの競合・協同について 

 ハモン・セラーノの認知度は、日本では 60～70％、ロシアや中国では 50%程度にとどまる。 

イタリアのパルマハムの海外進出は、スペインより歴史が長く先行しており、世界各国に数

多くあるイタリアレストランを通じたプロモーションが効果を発揮している。 

 このようにイタリアの生ハムは品質、価格帯が近い強力なコンペティターであるが、 近の

新しい動きとして、これまで競合関係にあったイタリアのパルマハムとスペインのハモン・

セラーノが連携し、「地中海ハム」としてプロモーションを展開しようと FECIC からイタリ

ア側に働きかけている。この取組は現在進められているものであり、来年度あたりに成果が

出ることを期待している。 

 

④好きな日本食について 

 好きな日本食は天丼（スペインでも受け入れられる可能性が高い）、寿司、てんぷら、大福も

ち（あんこが好き）、神戸牛、ラーメン、餃子、味噌汁、ヨーグルトなど。冷たい麺は食べな

いので、冷やしラーメンは苦手。なお、レストランの場合、オープンキッチンは重要。 
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日時 2014 年 7 月 9 日（水）12 時 00 分～13 時 30 分 
訪問先 

組織名 
Prodeca（Promotora d’Exportacions Agroalimentaries） 

INCAVI ( Institut Catala la Vinya i el Vin)  

面会者名 
Ms. Rosalva Arrufat Pedros(Subdirectora) 

Mr. Xavier Agell I Tuser (Coordinador General) 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 黒田、夏目、 上（通訳） 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

①PRODEA と INCAVI の組織概要について 

 Prodeca はカタルーニャ州政府の公的機関であり、目標は参加企業の輸出促進、カタルーニ

ャ食文化の普及である。プロモーションの方法としては、①情報提供（コンサルタント部門）、

②教育・トレーニング・リーダーシップ、③PR 活動（カタロニアマーク、ブランド）、④

Direction（企業間マッチング）、⑤スーパー等での店頭プロモーションなど。なお、 近の

例では、2012 年に日本のエースデパートで 1 週間店頭デモンストレーションを行った（日本

の側パートナーはコンサルタント会社）。 

 Prodeca、INCAVI ともにカタルーニャ州政府の下部機関であり、INCAVI の年間予算は約

300 万ユーロ（4.2 億円）でスタッフ 50 名。Prodeca は公開できない（スタッフ 20 名）。 

 INCAVI の事業内容は調査、ブドウ畑、ワインセラー等の研究開発（R&D）など。ワインの

販売促進ではなく紹介が主。適切な消費等の消費者教育（EU の指導方針“Wine in 

moderation”に対応）を推進。なお、カタルーニャではワインは食べ物により近く位置づけら

れており、単なる飲み物より重要な位置づけにあるものと理解されている。 

 

②各機関の取組、今後の方向性について 

 近では、ウェブ上の Info. PROTECA に企業もオンライン参加できるようになった（相手

国の輸出入業者を対象とした各企業に対する情報提供）。“CATALONIA”Virtual Trade Fair

（バーチャル見本市）は 7 ヶ国語（スペイン語、カタルーニャ語、フランス語、ドイツ語、

英語、中国語、ロシア語）に対応している。 

 INCAVI はカタルーニャ州内が対象であり、法的規制により D.O.P 原産地証明が 100%必要

とされる（参考まで、フランスは原産地の材料が 85%以上で OK）。なお、D.O.P は原産地＋

品質の管理で州内 11 地区のワインと CAVA を対象。カタルーニャ産のワインの検査は
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INCAVI が行う。 

 現在のカタルーニャ州政府の国別戦略は中国にフォーカスしており、2014 年中国で見本市を

開催した。 近、中国とカタルーニャ州政府農水省が MOU を締結し、カタルーニャと中国

の民間企業を対象に、スペイン、中国間で会合を開催するなどしている。主な内容はカタル

ーニャの商品を中国が受け入れ、カタルーニャの商品の安全性を訴求し、中国からカタルー

ニャに視察団を派遣など。 

 2015 年には、日本でも見本市を開催したいと考えている。中国の場合は一方通行だが、日本

の場合は両国の商品や食文化の相互理解を図るとともに、カタルーニャの高級食品を日本に

紹介し、両者で Win-Win の関係を築きたいと考えている。 
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（４）ノルウェー 

日時 2014 年 6 月 30 日（月） 
訪問先 組織名 Matmerk 

面会者名 Ms.Sundqvist (CEO) 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 八木他 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

１）Matmerk の食品品質マーク認証システム 

 

【概要】 

Matmerk は政府の出資によって設立された独立法人で、ノルウェーの食品産業の多様化、品質、

価値創造性の向上を推進し、ノルウェーの国民に、自国の食品への誇りを醸成することを目的と

している。したがって、活動の対象は国内市場と国内の消費者に向けられている。現在のところ

は陸生食品に限られており、水産食品への事業の拡大が今後の課題となっている。 

活動内容は、ノルウェーの食品生産者の品質管理や能力開発への協力、そして社名である

Matmerk（食品マーク）が物語っているように、品質証明のマーク付与が事業の柱となっている。

既存の各種マークとの違いは、ノルウェー産の原材料が使われていることと、 終製品に至るま

での過程が厳密に審査され、ランク分けした品質表示を行っていることである。 

 

【組織と売上】 

16 人の専門スタッフからなり、8,000 万クローネ（約 14 億円）の年間予算の 60％が政府から

支出されており、ノルウェーの 4 大スーパーや農家などからも、売上に応じたマーク使用料収入

を得ている。 

 

【共通品質確認システム：ＫＳＬマーク】 

 品質マークは 3 種類に分かれているが、これは国内の消費者に向けられたメッセージである。

それとは別に KSL というマーク認証も行っており、これは農家に向けられたもので、100％ノル

ウェー産という認証を農家に対して付与するものである。Matmerk から委嘱された調査員が現地

で実際に調査をして認証を行う、基礎的な品質確認システムである。調査経費は国から出ている。 
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【Matmerk マーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Nyt Norge 

マーク名は“Enjoy Norway”で、ノルウェーの食品を愛用しようというスローガンである。一連

のマークの中では も基準が緩いもので、100％ノルウェー産、つまり、材料は全て国産、加工も

国内という認証マークである。 

現在約 2000 商品にこのマークが付与されており、アンケート調査の結果では、83％のノルウ

ェー人がこのマークを知っている。マークの使用料は 1 事業者につき基本料は 1 万クローネ（約

17 万円）で、商品の販売額に応じて増額される。現在は魚介類には付与されていないが、水産当

局と交渉中とのことである。 

 このマーク付与の目的は、一般消費者が店頭で買おうとする食品がノルウェー産であることを

容易に目に見える形で示すことにある。また、農家が生産者として持っている KSL の認証を、消

費者に対する農家からのメッセージとして Nyt Norge マークを活用するように、Web、雑誌、TV、

タレントの活用などでキャンペーンを行っている。 

 

②Specialitet 

 このマークは、Nyt Norge と異なって、厳しい品質基準に通ったものだけに付与される。ここ

には魚介類も含まれ、現在 220 商品にマーク付与されている。 

 認証条件として、一流の材料を使い、特別のレシピで作られ、味はユニーク性を持ち、歴史を

持った製品であること、などである。農学者、ノルウェー王宮の料理長、ノルウェー・シーフー

ド・カウンシルの CEO など、10 人からなる委員会での審査によって認証される。 

 認証商品は、マーク使用料に加え、売上の 0.1％が徴収される。 

 

③Beskyttede Betegnelser 

 これはフランスの AOC（AOL）などと同様の、ノルウェー独自の地理的表示認証である。気候

条件、土壌、環境基準などもクリアーしなければならない。今年になって、ノルウェー特産の干

しタラがやっと認証を受けた。 

 

【マークシステムの成果】 

Nyt Norge の「国産品である」という分かりやすいメッセージは、Matmerk のフェースブック

の参加者の急増などからも、自国の、ノルウェーの食品であるということへの消費者の積極的な
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関心を高めることに成功している。また、ノルウェーの「昔の味」を伝えるということもマーク

の使命として捉えられている。 

また、農家などが KSL 認証によって生産者としての競争差別化を図るとともに、Matmerk を

取得することによる消費者との接点を作ることの意義は大きい。生産、加工、流通そして消費者

というバリューチェーンを通じての競争力の強化に貢献している。 

  

【ノルウェーの食文化】 

－魚の消費－ 

 戦後の経済的に厳しかった当時、米国の対欧州マーシャルプランによる食料援助がノルウェー

の一般家計に与えた貢献は大きい。同時にそれは、食生活のアメリカナイズでもあった。そのこ

ともあって、食事は水産物よりも肉料理の方が主体といえる。国土人口が 500 万人ほどで、しか

も水産物の国内市場規模も大きくはなかったので、サーモンやサバ、タラなどの海産物は輸出が

主体である。 

 特産の干しタラがメニューとして一般的になったのはそれほど昔のことではなく、スペインの

バカラオ料理の逆輸入といわれる。 

近はムール貝やホタテ、カニなどの家庭料理が着目されているが、これらの摂取は 近のこ

とではなく昔からあった。ただし季節が限られていたのが、年間を通じて食べられるようになっ

たという変化がある。 

－食費－ 

 支出に占める食費は 11％といわれ、日本と比べると非常に低い。朝食、昼食ともに加熱調理を

伴わないパン食主体であり、外食割合も少なく、家族揃っての家庭での食卓が重視されているこ

と、所得水準が上がった割には物価が安定しており、相対的に食費割合が少なくなるという見方

もされている。 

 オスロのような都会を除いて、外食店そのものが地方には少なく、伝統的に外食が少ないこと

の理由にもなっている。 

－食生活トレンド－ 

 女性の有職率が非常に高いので、キッチンで料理する時間と機会も限られることもあり、半調

理品の利用、パスタやピザなどの簡便料理が好まれるという。上述の食卓の米国化が、伝統的な

料理技術の知識を途絶えさせたという意見もある。とはいえ、週末は手作り料理が多く、夫もキ

ッチンに立ち、友人とのホームパーティも人気だ。茹でたカニを購入して来て、週末のカニパー

ティを開くことも 近のブームになっている。 

 

－有名人シェフ－ 

 ミシュランの星のつくレストランと有名シェフは、フランチやイタリアンが主体だったが、

近の傾向はノルウェー料理を謳ったものに集中し、人気も高い。Nofima の Risvik 氏は、ノルウ

ェーには固有の食文化というものが希薄だったと述べているが、こうした料理人達によるノルウ

ェー的な食文化づくりの動きが、一般の人の関心を高めている。材料的には、羊、魚介、チーズ、

サワークリームなどをよく使っている。 
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日時 2014 年 6 月 30 日（月） 
訪問先 組織名 Nofima（ノルウェー食品・漁業・水産養殖研究所） 

面会者名 
Mr. Einer Risvik（Nofima の Research Director で、味覚分析や

食品科学の専門家。New Nordic Food の中心的主導者でもある） 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 八木他 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

面談から下記の情報を得た。 

 

１）Nofima（ノルウェー食品・漁業水産養殖研究所） 

 

【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。 

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。 

 

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％ 

 

【売上額】 

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。 

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、約 480 人。 
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【組織体制】 

現在の Nofima は、研究分野によって 3 部門 14 デパートメントに分かれている。 

ⅰ）水産養殖（Aquacluture） 

①飼育と遺伝、②製造生物学、③魚の健康、④栄養と給餌技術、⑤バイオラボラトリー 

 

ⅱ）漁業・産業・市場（Fisheries, Industry and Market） 

①産業経済学と戦略的管理、②消費者調査とマーケティング、③水産食品産業、⑤海洋

バイオ技術 

 

ⅲ）食品科学（Food Science） 

①食品と健康、②消費者行動と味覚分析、③食品の安全性と品質、④食品原材料と加工

技術の 適化 

 

【活動の事例、成果】 

－Sustainability－ 

水産養殖部門は、魚種ごとの給餌方法や生産性の高い品種の開発、病死ロスの低減、健康的

で経済的な餌の開発などを行っている。養殖の生産性の 適化を図り、対象魚種の拡大が研究

されているが、“Fish welfare”“Organic aquaculture”も重視し、「持続可能な」養殖産業が目指

されている。 

－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－ 

その成果として、タラ、サバ、ニシンなどの漁獲が増えている。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が年間

200 万トンに達するといわれる（政府高官の話）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。 

 活きたまま捕獲したものの蓄養は、需要に合わせて鮮度の良いものを出荷できるので大事な

テーマとなっている。将来的には、海外マーケットに活かしたまま輸送することも視野におい

ている。 

－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－ 
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 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。 

－消費者・市場調査－ 

 消費者態度、嗜好、購買行動、購買チャネル、新市場の情報収集を行っている。生産者と消

費者を繋ぐ商品開発、消費者テスト、食品コンセプトの評価、そしてブランド創造を行い、適

切な販売チャネルの選択をアドバイスしている。 

 消費者調査は、店頭での観察、買い物客への購買動機の聞き取り、家庭訪問調査での調理方

法の調査などを行っている。そこから分かった重要テーマとして、食品廃棄の問題がある。家

庭での水産物以外も含む食品全体の廃棄率は 25％ほどだった（とくにパンが多い）。外食や小

売も含めた食品産業全体としては 50％以上が廃棄されていた。この率は世界 大ともいえる。

そこで、廃棄率縮小のためのキャンペーンを行い、この 2 年間で少しながら縮小に成功した。

スーパーも、賞味期限の近いものの値引き販売などで強力している。 

 

２）新北欧料理 

 

【概要】 

ここでは、北欧 9 か国が共同で取り組んでいる New Nordic Food を取り上げた。Nordic 

Council of Ministers（北欧閣僚理事会）は、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノル

ウェー、スウェーデン、フェロー諸島、グリーンランド、オーランドの 9 か国（地域）共同で、

政治、経済、文化の面で活発に活動し、強力な北欧共同体づくりをめざしている。その中で、

北欧の新しい食文化づくりにも取り組んでおり、地域内のアイデンティティの強化と、海外各

国でのイベントなどを通じて、北欧ブランドの普及を積極的に進めている。その活動の推進組

織のワーキンググループ主査を、ノルウェーNofima の Einer Risvik が担っていたので、彼か

らの話をとりまとめた。 

 

【目的と特徴】 

 北欧 9 地域はそれぞれ食材・食文化は異なるが、クリーンな食材を使ったシンプルな料理と

いう共通コンセプト、持続可能性、有機農法、自然の尊重といった思想で、世界各地でそれぞ

れの土地の材料に北欧風のアクセントをつけた料理のイベントを展開する。 

2004 年に掲げられた新北欧料理のマニフェストは次の 10 項目である。 

①衛生的で新鮮、シンプル、北欧地域の絆となる価値観を表現する 

②旬に合わせた食事を作る 

③素材に合わせた調理を基本とし、気候や地形、水の特徴を引き出すものを作る 

④おいしさと健康についての科学的な知識を結合する 

⑤北欧の食材と北欧の多様な生産者を育て、その基にある文化を世界に広げる 

⑥北欧の海、農地、自然のアニマルウェルフェアと健全な生産方法を促進する 

⑦伝統的な北欧の食品の新しい応用を図る 
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⑧伝統的な北欧の調理方法と海外からの知恵を結びつける 

⑨時給自足的な地域性と地域全体の高品質な食品とを結びつける 

⑩消費者団体、料理人、農業、漁業、卸小売業、研究者、教師、政治家や行政当局を、北

欧諸国の全ての人々の利益をめざして結集する 

 

－プライドとアイデンティティ－ 

 我々の食文化に誇りをもつ、我々は誰なのか、どこから来たのかという自分のアイデンティ

ティを確かめる。日本にはこのプライドとアイデンティティは大昔から持っていた。ノルウェ

ーは 1960 年代にアメリカの食文化が浸透したから、自国の食文化が失われてしまった。（ノル

ウェーの食文化は金持ちだけ）だから、食についての理解と知識を昔に結びつけて深めたい、

というのがマニフェストの背景となっている。 

－日本に学ぶこと－ 

 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、日本でのイベントの開

催で訪日した際、日本料理そのものだということに気がついた。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のは驚きだ。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だ。 

－料理人と政治家とのコラボ－ 

 それぞれの動機は異なるが、ゴールは共通している。新しい価値観、新しい就業機会、健康

の改善、国際社会における北欧のイメージの改善、これらの政治的思惑が新しい北欧料理の海

外における普及活動と合致している。 

 また、9 地域の多くは必ずしも漁業国ではない。にも関わらず、料理人も政治家も共通した

思いをもっている。例えばグリーンランドではアルゼンチンビーフとイタリアのピザが溢れて

いる。こうしたことへの危機感、自国の食文化が失われていくことへの失望である。 

－いろいろな人の結集－ 

マニフェストの 10 番目にある消費者、料理人、生産者などの結集は、縦割り行政では難し

い。フランスでもキュイジーヌはエリートのためという印象がある。当初は TV シェフなど有

名人とコラボもしたが、これらの人は政府などの支えを必要としないほどに独立できている。

一流のシェフは、ほっておいても自分で活動できる。 

－現在着目している運動のターゲット、運動の担い手－ 

 子供、老人、病院、職場の食堂など、誰がコアの担い手かは特定できないが、ボトムアップ

の運動であり、上からコントロールするべきものではない。これが New Nordic Food Ⅱ（2010

年からの活動の第 2 ステージ）の基本姿勢である。 

 

【活動事例】 

 各国でのイベントの開催（例、東京）、ヘルシンキで 300～400 の屋台村。今年のイベントで

は子供が政治家に料理を作って振る舞ったり、政治家とシェフ、オピニオンリーダーをパネリ

ストとしたディスカッション、それらのテレビ放映。 

 この運動は、建築、デザイン、ファッションなどにも結びつけて、同じメッセージを出して

いきたい。上海で行ったファッションショーではノルディック料理を出した。今年アイスラン
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ドで行うロックフェスティバルでは 5、6 軒のレストランがアイスランドの伝統料理を出す。

ＴＶなどのメディアが着目し、面白がる企画は有効であり、新鮮なアイディアによるイベント

が重要である。 
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日時 2014 年 7 月 1 日（火） 
訪問先 組織名 NSC（ノルウェー水産物審議会） 

面会者名 

Ms. Ingebjørg Moe （Nutrition advisor としてシーフードのプロモー

ション、消費者への情報提供を担当） 

インタビューは Tromsø の NSC 本部と Skype を用いて行った 

住所  

電話  

E-mail  

参加者 八木他 

主な議題 取組事例の詳細（概要、目的、成果等）について 

まとめ 

（合意・依頼・要検討事

項） 

 

資料 
配付資料  質問票 

入手資料  

 

面談から下記の情報を得た。 

 

１）NSC（ノルウェー水産物審議会） 

 

【概要】 

 NSC（ノルウエー水産物審議会）は、ノルウェー水産業界のジョイント・マーケティング組

織で、1991 年に漁業・沿岸省（Ministry of Fisheries and Coastal Affairs）の管轄下の団体と

して設立されたノルウェー水産物輸出審議会（NSEC）を 2012 年に改称したものである。こ

れによって、2012 年以降は、輸出だけでなく国内マーケティングも担うようになった。ノルウ

ェー国内、及び海外に向けたマーケティング、ノルウェー水産物に対する関心と意識の向上を

図ることが目的である。 

 

【組織と予算】 

2005 年以降はそれまでの公的機関から有限会社形態に法人格を変えている。ノルウェーの全

ての水産物輸出業者は NSC に登録し、魚種に関係なく輸出額に対して一律 0.75％の賦課金を

拠出することが法律で定められている。賦課金収入が予算原資であり、その 3 分の 2 が国内・

海外におけるマーケティング活動にあてられ、 大の輸出魚種であるサーモン・トラウトには

マーケティング活動費の 6 割が当てられている。 

NSC の本部は Tromsø に置かれ、理事会の下に、サーモン・トラウト、タラ、ニシン・サバ・

シシャモの遠洋魚、エビ・貝類、塩干加工品の 5 魚種別マーケティング部、国内市場部などが

置かれている。NSC の理事は漁業省によって任命され、NSC の代表者、漁業企業、輸出業者、

労働組合の代表者などによって構成されている。主要な輸出先 11 か国には海外事務所が置か

れ、通常は大使館内に設置されている（参考資料：平成 23 年度輸出倍増リード事業 主要輸
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出国の輸出促進体制調査）。 

 

【ノルウェーブランド・品質マーク】 

 

ノルウェー産であることを保証するブランドマーク（Norge brand）は、NSC によって 10

年前に導入された。認可された業者がノルウェーの海で漁獲あるいは養殖し、適切に加工、販

売されたものであることをそれぞれの関係当局から認証されたものだけが使用できる。 

このマークは、これまでは海外でのみ使用されてきた原産国表示である。というのも、国内

のストアで購入されるシーフードは、当然ノルウェー産であるとノルウェー人の誰でもが思っ

ていた時代だったからだ。ところが 近になって、同じトラウトだが外国の品種も国内で売ら

れるようになったので、国内業者からも自国産である旨の表示の要望が強まり国内でも使用す

るようになった。 

 品質ラベル（Quality labels）の方は、NSC がシーフード業界と共同で導入したものである。

７つの魚種ごとにノルウェーの基準に合致する高い品質のものであることを認証・保証し、ノ

ルウェー産であることの差別化を狙いとしたものである。 

 

 

ブランドマーク：     品質ラベル： 

NORGE －Norwegian Seafood －   NORGE －Quality Approved － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ マークは、漁師、漁船、背景にノルウェーの山を描き、“冷たく澄んだノルウェーの海から 

もたらされたシーフード”であることをシンボル化している。右の品質ラベルは、フィヨー 

ルドトラウトについての表示例である。マーク画像の出典：NSC ホームページ 

 

【ノルウェー人の食生活】 

－魚食の習慣－ 

 沿岸部を除いて、必ずしも魚を多く食べていたとはいえない。昔はジャガイモが主食で、60

年代頃からは米とパスタが多く食べられるようになり、それとともに肉類を多く食べるように
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なった。Nutrition advisor としての Ms. Moe は、“米やパスタにはシーフードも合うよ！”と

いう指導を、NSC のパンフレットやレシピ提案で行った。 

 現在でこそ週末のカニパーティなどが話題になっているが、昔のノルウェー人は、水産物に

ついては魚だけにしか関心がなく、エビ・カニなどの海産物には関心がなかった。30～40 年程

前から海外旅行が増えて他国の食文化に触れるようになり、魚以外の海産物にも関心が高まっ

た。このことは言葉遣いにも表れており、昔は“fisc（魚）”と言っていたが、現在ではシーフー

ドと言うのが普通になった。ノルウェー人の 初の海外旅行はスペインが多く、その食事に触

れ、しかも体に良いという意識が広まった。有名な干ダラにしても、スペインやポルトガルに

輸出されバカラオ料理に使われていたが、そのレシピが逆にノルウェーで広まったという。 

 

－若い世代の魚離れ－ 

 年輩者は週に 2～4 回も魚を食べている人がいるが、若い人は月に 1 回という人もおり、一

般的には魚を食べるのは週 1～2 回という調査結果がある。国としては、魚を週に 2～3 回、う

ち 1 回は脂肪分のある魚、具体的にはサケ、サバ、オヒョウ）を食べることを勧めている。脂

肪分の多い魚を勧めるのは、ビタミン D や EPA の摂取のためで、それはノルウェーでは魚か

らしかとれない。 

 若い人が魚を食べないのは、子供は魚が嫌い、小さい子供向けに作るのは難しい、魚料理を

作るのはハードルが高い。しかも、ノルウェーの賃貸住宅にはキッチンのない所も多い。だか

ら、NSC は子供の好きな、シンプルで美味しいレシピを提供している。ノルウェーのレストラ

ンのシェフにしても、魚を捌けない、捌きたくないという人も多く、レシピもフィレからスタ

ートしているくらいだ。 

 ノルウェーの物価は高い。外食は高くつき、地方にはレストランすらない。だからノルウェ

ーでは伝統的に内食中心だ。それに対応して安いスーパーも増えているが、その広告の内容は

質よりも安さを売り物にしている。だから魚のデリカも割高だからあまりない。しかし、 近

は 4 人家族用の魚のフィレパックも売られており、新鮮なフィレが手に入るようになった。そ

のような食べやすいパッケージは昔はなかった。 

 シーフードの需要を高める手段としては、若い人の利用が多い Web のレシピサイト、フェー

スブックを重視している。その他、スーパーのチラシなど。スターシェフにレシピを依頼する

こともあるが、バターや砂糖を使いすぎており、毎日の食事としては勧められない。 
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（５）タイ 

日時 2014 年 7 月 29 日（火）10 時 00 分～10 時 30 分 
訪問先 組織名 Kasesart University（農業水産大学） 

面会者名 
Dr. Prachya Musikasinthorn
Assistant Professor, Faculty of Fisheries （水産学部、准教授） 

住所 50 Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900 

電話 +66 2 940 6848 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 日本食の普及、タイの食文化等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

①タイの食文化 

 タイの食文化の特徴は、その多様性にあるが、その中でも魚をよく食べる民族である。タ

イは内陸部分が多く、その分淡水魚の消費が大きい。ただし、マレー半島に位置している

南部では海水魚の消費が中心である。これに対して、中部、北部、東北部は淡水魚が中心

である。 

 タイの食文化の継承・普及活動を行っている民間の団体等の活動は、寡聞にして聞かない 

 タイ料理の味は明確であるが、このことが国民の健康への影響への懸念が報じられており、

政府も減塩、薄味を奨励するような広報を行っている。 

 

②日本食の普及・浸透 

 タイ人の食生活に日本料理は完全に浸透している。かつてはバンコクでも日本料理店は数

えるほどであったが、今日ではタイ人が普通に昼食に日本料理を食べるようになった。 

 こうした日本料理店の普及に関しては、地元の OISHI グループとフジレストランが比較

的安価な店舗を展開した。OISHI レストランでは日本料理もどきのような料理もあり、い

わばローカライズされた味と料理を、バイキング形式で提供している。一方、フジレスト

ランは、日本人の経営であり、味も日本の和食の味に、（味噌汁を多少甘くする等）若干手

を加えた程度である。 

 こうしたレストランが、タイ人の間に日本料理を浸透させる下地を作った。とりわけ、フ

ジレストランは、日本食の味をタイ人に馴染ませたという面で貢献が大きかったのではな

いか。 

 このような下地の上に、経済的な豊かさも加わり、ラーメンブーム等も手伝い、本物の日

本料理、より本物に近い日本料理を味わいたいというニーズが出てきたのではないか。 

 その後大戸屋等も出店してきたが、こうしたかなり本物の日本料理に近い味の日本食レス

トランが受け入れられるようになったのは、それ以前にワンステップ安価でローカライズ



 

面談・打ち合わせ記録(27) 

- 142 - 

された日本食レストランが普及したことの結果ではないか。こうしたステップが大変重要

であったと考えている。 

 例えば、カレーライスは、タイ料理店のメニューの中に浸透しつつあり、「日本のゲーンカ

レー」という名であり、注文すると正に日本のカレーライスが出てくる。また、寿司もミ

ニュチュア版のような大きなで、ネタもいくらではなくトビッコのようなものを使って、

屋台や小売店で販売されている。中学校の学食でも寿司コーナーができている。このよう

な浸透を見せている。 

 また、大学の中の民間が運営している自動販売機には 近おにぎりの自動販売機まで登場

している。実際おにぎりも寿司と同程度に浸透しており、カーオパンジープンと呼ばれ、

現在タイではブームになっている。コンビニでは、ファミリーマートが日本と同じおでん

を販売していた。 
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日時 2014 年 7 月 29 日（火）10 時 30 分～11 時 30 分 
訪問先 

組織名 
Institute of Food Research and Product Development, Kasesart 
University 

面会者名 
Dr. Warunee Varanyanond,  Director of Institute of Food Research 
and Product Development, Kasesart University（食物調査製品開発

研究所前所長） 
住所 50 Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900 

電話 +66 2 942 8629 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 Thai Kitchen to the World 政策等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 
入手資料  Thai Delicious パンフレット 

 

①Thai Kitchen to the World 政策 

 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 

①農業及び食品産業の拡大・発展 

②ハイテク加工による農産物の高付加価値化 

③地域レベル、海外レベルでの支援協力 

④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で

ある。 

 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、いわば包括的な政策である。 

 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、調理師などの技能者の海外進出支援等を目標としている。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。これ

は、タイ・セレクトにも結びついている。 

 Thai Kitchen to the World 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の製品輸出を促進することであった。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（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にために非常に重要な

ことである。 

 



 

面談・打ち合わせ記録(28) 

- 144 - 

②大学・研究機関の役割 

 一村一品運動の製品は、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。 

 国立研究評議会（National Research Council）より委託を受けてさまざまな研究開発を実

施している。健康食品の研究等はその一例である。 

 また、Kitchen to the World 政策に関しては、政府からの依頼を受けてシェフの育成プロ

ジェクトを実施している。同プロジェクトでは当初 2 ヶ月間無料でシェフの育成を行うも

のであった。その後、授業料として費用の半額を受講者が負担するように変更され、現在

も続いている。授業の内容は、食品安全、食品管理、タイ料理等である。 

 

③タイ・デリシャス（Thai Delicious） 

 タイ料理は、海外に立地する１万軒近い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り、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）の開発であり、さら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。 
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 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。 

 

⑤Thai Food Valley 

 タイ政府の政策としては Thai Food Valley があるが、当初は工業相が所管していたが、そ

の後はどこが責任を担うか不明となり、取組内容も明確性を欠くようになってきている。 
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日時 2014 年 7 月 29 日（火）14 時 00 分～15 時 00 分 
訪問先 

組織名 
DITP（Department of International Trade Development）（タイ国商

務省国際貿易振興局） 
面会者名 Mr. Cappon Rochanasena（Kitchen of the world 課長） 

住所 
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi, 11000, 
Thailand 

電話 +66 2 507 8341 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 タイ・セレクト政策等について 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  タイ・セレクト広報資料 

 

１）タイ・セレクト政策 

 

①概要 

 タイ・セレクトは、タイ国内外のタイ料理レストランで、本物のタイ料理を提供している

レストランであることを、タイ国政府国際貿易振興局（Department of International 

Trade Promotion: DITP）が認定する制度である。 

 

②背景と目的 

 DITP は、1999 年よりタイ・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。 

 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。 

 

③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つの認定制

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のレストランであることを示す。

タイ・セレクト・プレミアムの認定を受けるには、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・プレミアムの認定を受けたレストランは、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し、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としている。 

 



 

面談・打ち合わせ記録(29) 

- 147 - 

 

 

 

 

 

 

タイ・セレクト・プレミアムのロゴ 

 

 一方、タイ・セレクトは、３つ星～４つ星のランクのレストランであることを示す。タイ・

セレクトの認定を受けるには、評価点の 75～84％を獲得しなければならない。タイ・セレ

クトの認定を受けたレストランは、本物の味のタイ料理を提供する。 

 

 

 

 

 

 

タイ・セレクトのロゴ 

 

 またタイ・セレクトは、料理だけの認定にとどまらずレストランのサービスや装飾・雰囲

気等も認定の対象としている。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・セレクトの認定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。 

 

④タイ・セレクト認定レストラン 

 タイ・セレクト認定レストランは、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 つり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装飾され、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・セレクトの認定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。 
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⑤タイ・セレクトの基準 

 タイ・セレクトの認定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％が本物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。 

 

⑥認定過程 

（ⅰ）申請書の作成 

（ⅱ） 寄りのタイ貿易センター（Thailand Trade Office）、またはタイ国輸出促進局（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定を与える。 

（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定は 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。 

 

⑦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（TAIFEX）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のタイ・セレクト活動への DEP による参加支援。 

 

⑧タイ・セレクト政策の効果 

 海外におけるタイレストランの状況に関しては、徐々にタイ・セレクトに対する関心も高

まってきており、タイ・セレクトレストランの認定数は過去 2 年間で 1200 件（2012 年）

から 1550 件（2013 年）に増加している（日本は 100 店舗 2013 年 9 月末）。 

 ここ 5 年程度の間に海外におけるタイ料理に対する関心が高まってきており、例えば輸入

業者からの情報ではオーストラリアでタイ料理が１番人気の海外料理となった。 

 また、タイ料理の人気が高まってきていることから、タイの調味料やカレーペースト等の

タイ料理の調理に不可欠な加工食品（エビ等の食材一般ではなく）の輸出増加率が過去 3

年ほどは 10％前後に高まっている。 



 

面談・打ち合わせ記録(29) 

- 149 - 

 

 

 

 

 

 

 タイレストランの海外展開の課題は、各国の消費者ニーズにマッチさせること、また各国

の景気動向に合わせて事業展開していくことが重要であると考えている。現在の世界の経

済状況では新たに進出することは難しい。ただし、タイ・セレクトの認定数は増加してお

り、結果的に海外のタイレストランは増加しているとみている。 

 タイレストランの増加が著しい国は、イギリス、アメリカ、EU、オーストラリア等であ

り、日本はそれほど顕著ではない。 

 タイ・セレクトに認定される加工食品も増加している。タイ・セレクト製品の認定基準に

は食品安全基準に合格していることという項目があることから、タイ・セレクトに認定さ

れた食品は、食品安全の面からも輸出促進につながっている。タイ・セレクトの認定食品

は 62 製品ある（2012 年）。 

 

 

 

 

 

 

 

タイ・セレクト・タイフードのロゴ 

 

２）タイ料理普及のための活動 

 

①海外クッキングスクールへのタイ料理の導入 

 海外のクッキングスクールにタイ料理の授業を取り入れてもらうためのプロジェクトを実

施している。対象国は、例えばフランスや米国、日本でも行っており、こうした活動では

講師派遣費用等、補助率に応じて一部補助している。 

 

 

②国内外のクッキングスクールのインストラクター交流 

 タイ国内のクッキングスクールと海外のクッキングスクールで、インストラクターの交流

支援を行っている。例えば、フランスのクッキングスクールにタイ料理のインストラクタ

ーを紹介するとともに、タイ国内のクッキングスクールにフランスのインストラクターを

紹介するというように、ビジネスマッチングのような活動を行っており、インストラクタ

ーの渡航費の一部を補助している。 

タイの調味料等加工食品(ingredients)の輸出額
年 2012 2013 2014（1-6月）

100万バーツ 15,661 16,796 7,977
100万ドル 492.25 527.84 250.69

増加率（％） 11.06 7.23 7.25
＊2013年の増加率はデータの計算による

出所）DITP
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③シェフカンファレンス 

 シェフカンファレンスという名称で、海外でその国のホテル等のシェフにタイ料理の指導

やタイ料理の体験活動等を行っている。カンファレンスの開催、シェフの派遣費用の一部

を補助している。シェフカンファレンスにより、海外のシェフがメニューにタイ料理を取

り入れることを促進し、また、タイ料理に不可欠な調味料やペースト等の輸出促進につな

がると考えている。 

 

３） Kitchen of the World（タイを世界の台所に）政策 

 Kitchen of the World 政策は、特定の事業ではなく、食品・食材の上流から下流までにか

かわる各省庁の事業を包括する政策の総称である。その中で商業省は、下流の輸出促進や

マーケティング等を担当している。 

 当課の重要な施策として、Kitchen of the World に対する認識を高めること、イメージ作

りがある。そのための活動として、各国の消費者、輸入業者等にタイ料理、タイの食品・

食材のメリットをアピールする活動等を実施している。例えば、タイの国際食品展示会で

ある THAIFEX では、「ショーケース」としてタイの食に関する技術や能力を幅広く紹介

しており、そこでは例えば、タイの食品加工技術が世界トップレベルであることをアピー

ルするとともに、タイ料理だけでなくさまざまな国の料理や食材を生産・製造しているこ

とを訴求している。わさびの生産のアピール等はその良い例である。また、タイ料理理が

健康によいこともピーアールしており、西欧料理に比べて低下コリーであること等を訴求

している。 

 海外での活動としては、各国の消費者にタイ料理をアピールするために、例えば中国では

若者に人気のあるタイの女優を起用してプロモーション活動を行ったり、日本では人気の

あるお笑いタレントを起用してプロモーション活動を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本でのマーケティング活動例 
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４）AEC（ASEAN 経済共同体）の影響 

 食品に関しては、タイに関しては輸出も輸入も増加するとみている。但し、輸出と輸入で

どちらの増加が多いかは予測できない。 

 

５）日本料理 

 現在自分たちが食べている日本料理が本物かどうかは不明だが、日本料理には日本の醤油

等の調味料を使わなくてはならない。タイにおいては充分日本料理は浸透している。また、

海外でも、例えばアメリカではどこのスーパーに行っても寿司が売られている。ことほど

左様に日本料理はタイ料理と比較しても、世界に充分浸透している。タイ料理と比較した

場合、日本料理の方が味がきつくないことから、海外で受け入れられやすい。また、日本

料理は健康によいと思われており、現在のタイ人は、平均して 1 ヶ月に 1 回は日本料理を

食べているのではないか。 
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日時 2014 年 7 月 30 日（水）10 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 Dusit Thani College（料理大学） 

面会者名 
Ms. Nipaporn Chaiwan（広報部長） 
Mr. Ekapon Bunchuwaichua（講師、専門タイ料理） 

住所 
1 Soi Kaenthong (Next to Seacon Square), Nongbon, Pravet, 
Bangkok Thailand 10250 

電話 +66 2361 7805 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 人材育成、退職文化等について 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  なし 

 

１）ドゥシタニカレッジの教育システム等 

 ドゥシタニカレッジは、ドゥシタニホテルグループがオーナーであり、同グループのチャ

ナッピア・ウイ会長が、将来的にホテル業を中心とする人材不足を予想して 1993 年に設

立された。開校当時は、ドゥシタニホテルスクールであった。その後 1996 年に文部省の

認可を受けて大学（カレッジ）となった。ホテルスクールから大学となったのは、当校が

初である。 

 現在は学士、修士、短期コースからなる。学士コースには、タイ語コースが 5 コースあり、

その他にインターナショナルコースが 2 コースある。タイ語の 5 コースは、 

（ⅰ）ホテル・リゾートマネジメントコース 

（ⅱ）会議・イベントコース 

（ⅲ）ツーリズムコース 

（ⅳ）キッチン＆レストランコース 

（ⅴ）スパ・エステティックコース（当校のみ）、からなる。 

 インターナショナルコースは 

（ⅰ）ホテル・リゾートマネジメントコース（スイスのホテルローザンヌスクールの認定） 

（ⅱ）クッキングアート・レストランマネジメントコース（フランスのコルドンブルーと連

携）からなる。 

 修士コースは、レストラン＆ホテルマネジメントコースのみである。 

 短期コースは、3 ヶ月のコースであり、クッキングやバーテンダー、ホテルマネジメント

を集中的に学習指導し、ホテルで 2 ヶ月実習する。クッキングコースに関しては、基礎の

学習の他、タイ料理、イタリア料理等を学習することができる。この短期コースは、定員

は特になく、1 人の場合もあり、またホテル等が履修者を派遣する場合もあるが、その場

合学習内容はニーズに応じて、自由に構成することができる。 

 また、経験者プログラムを設置しており、ホテルやレストランでの経験があり、管理職に

準ずる役職（supervisor 以上）を有している者に対しては、編入試験を行い途中の学年に
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編入し、正規の卒業ができる。また、同様に大学卒業の資格を有しており、ホテルやレス

トランで管理職（director）経験者に対しては、修士コースの編入が認められている。 

 現在学士コース学生は、3000 人であり、修士コースの学生は 20 人である。同校は、2011

年にバタヤキャンパスも開いた。インストラクターと職員は合計 300 人である。 

 一方、インターナショナルコースには、アジアではラオス、インド、ミャンマー、ネパー

ル、韓国等であり、ヨーロッパではドイツ、フランス等から来ている。 

 授業料は、1 学期 5 万バーツであり、年間 2 学期制で 10 万バーツである。ただし、クッキ

ングコースは、この倍の経費となる。それは、品質の良い食材を使用していることによる。 

 当校の教授方針は、徹底した学習指導を取っている。その結果、卒業生は有名ホテルをは

じめ、レストラン、料理関係の雑誌社、クッキングスタジオに就職する。また、海外でレ

ストランを開業する卒業生もいる。 

  

２）海外レストラン展開の人材養成 

 現在、政府の海外レストラン展開のための人材養成ということは現在明確ではない。ただ

し、短期コースの学生に関しては、親か既に海外でレストランを行っているケースが多く、

海外でのレストラン事業継承を目的として学んでいる。また、定年後国内でレストラン開

業を視野に入れて学んでいる学生もいる。 

 

３）タイ料理の指導 

 タイ料理の指導に際しては、まず伝統的なタイ料理調理法を教授する。それは、タイ料理

は、本来自分たちの食を支える料理であることに気づいてもらいたいからである。したが

って、料理はもとより料理に関する、各種食材を使用したデコレーションの技法、さらに

フラワーアレンジメント等も指導している。そこにはタイの文化を継承してもらいたいと

いう意図も含まれている。 

 

４）タイの食文化 

①特徴 

 タイの伝統的な食文化の 1 つの形は、米と魚であり、肉を食べることは少なかった。タイ

の食文化の特徴は、まずその食材にある。つまり、タイは豊かな食材に恵まれており、こ

うしたさまざまな食材を調理して供することである。 

 また、伝統的なタイ料理の基礎は、例えばタイの伝統的なマスマンカレーの場合、海外で

調理すると大きな芋を使うが、本来は大きくなくまたソムサー（小さなミカン）を入れな

ければならず、その香りを加えることが大切である。現在は、タイ料理の仕方でも色々変

化してきており、オリジナルな味が分からなくなってきている。そこで、当校ではまず、

各メニューについて本来の味がどのようなものであるかを教授している。本来の味を知っ

てこそ、その先のアレンジがある。 

 また、もう一つの特徴として季節的なメニューがある。この点は日本料理に似ているので

はないか。例えば、夏になるとカウチェーという、ご飯に水と氷を入れた冷たいご飯を食

べる。また、ローチョンというココナツミルクに、デンプンをいろいろな形にして入れた
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菓子も夏に食べる。 

 

②現在の家庭料理、食文化 

 家庭においては、それぞれの家庭で固有の味があるが、各家庭にある「おばあちゃん」の

味として代々受け継がれている。 

 しかし、現在は特にバンコク等では共稼ぎが多く、時間がないために外で調理済みの総菜

等を買って食べることが一般化している。ただし、現在でも地方では家庭で料理とするが

多い。 

 

③タイの食文化の継承 

 当校では、タイの食文化の継承に関して、タイ料理の正しい調理法と食べ方を指導してい

る。本来のタイの食事は、単品のおかずではなく、焼き物、煮物、炒め物、デザートで構

成されたメニューのセットで食事をしていた。それはまた、次のような配慮を伴っていた。 

（ⅰ）特定の味に偏ることなく多様な味を提供すること 

（ⅱ）多様な肉（魚や鶏肉等）を提供すること 

（ⅲ）多様な調理（煮る、焼く等）の料理を提供すること 

（ⅳ）多様な色の料理を提供すること 

（ⅴ）栄養のバランスをとること 

である。これはタイの食文化の本来の姿であるが、これを当校でも教授している。これは

また、ホテルでのメニューやビュッフェの提供の仕方にも反映されるべきものである。 

 

④食文化の変化 

 現在タイの食文化の変化の方向は、オリジナルに回帰する方向に変化しつつある。かつて

タイ料理は、オリジナルから離れいろいろにアレンジされたが、現在はタイ料理の本来の

味が求められるようになってきた。特に、健康志向が強く影響しており、健康によいもの、

農薬等を使用しない食材を求めるようになってきている。また当校では、調理に際して例

えば化学調味料を使わない調理法を指導しており、こうしたこともオリジナル回帰に影響

を与えている。このような調理法を学んだ学生がレストラン等で働くことで、本来の味が

社会に普及することになる。こうしたタイ料理本来の味を提供しているレストランとして

は、ドゥシタニホテルのレストラン・ベンチャロンである。ベンチャロンのシェフは当校

で指導している。 

 

⑤健康志向 

 現在、タイの人々は健康志向を強めているが、タイ料理にはもともと健康によい食材等が

使用されている。カレーペースト 1 つとっても、体によいさまざまなハーブを細かく砕い

て摂取している。 

 タイ社会は競争社会となってきており、人々は皆忙しくなり、ストレス社会になってきて

おり、こうしたことが背景となって健康志向が強まっている。その時ハーブの持つさまざ

まな効用が見直され、本来のタイ料理も見直されてきている。 
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 また便利な加工食品等の健康への悪影響も懸念されることから、当校では新鮮な地の（タ

イの）食材の使用を奨励している。 

 

５）辻料理学校との連携 

 辻料理学校との連携は 2012 年よりはじまった。連携のコースは 2 つあり、第 1 は 1 学期

間ドゥシタニカレッジに講師を派遣して伝統的な日本料理を選択科目として日本料理を選

択した学生に教授すること、第 2 は超短期（4 日間）に現役の調理師や一般の人々も含め

て公開講座的に、日本料理の体験授業を実施している。 

 ドゥシタニカレッジの方針として、各国の料理は各国の講師により本物の料理を教授する

としており、日本料理に関しても日本の専門家をまねいて調理の指導を行っている。その

際、調理道具はもちろん、食器、食材も日本から取り寄せる。また日本料理専用のキッチ

ンも設備した。 

 ドゥシタニカレッジの講師が日本の辻料理学校でタイ料理を教えるという活動は、講師の

人数の問題等からまだ実現できていない。 
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日時 2014 年 7 月 30 日（水）13 時 30 分～15 時 00 分 
訪問先 組織名 JETRO バンコク 

面会者名 
宇木俊春（貿易振興部長） 
安田良輔（シニアコーディネーター） 

住所 
16th Fl. of Nantawan Bldg., 161 Rajadamri Road, Bangkok 10330, 
THAILAND  

電話 ＋66-2-253-6441 

E-mail  

参加者 八木、富永 

主な議題 日本食、人食材の普及状況等について 

まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料「  「タイの日本食事情」 

 

１）タイの食事情 

①タイの所得層 

 全国平均では、1 万バーツ以下が半数以上を占めており、北部、東北部の割合が高い。ま

た、1 万～5 万バーツまでが中間層であり、これらは 44%強となっている。 

 バンコクをみると、1 万バーツ以下の低所得層が 18%、1 万バーツ～3 万バーツ以下が半

数以上を占めており、こうした層は日本食レストランで昼食を月に何回も食べてくれる

人々である。10 万バーツ以上の富裕層が 3 パーセントとなっている。 

 

②バンコクの消費者の食に関する特徴 

 バンコクの消費者は、外食と中食に対する支出が多い。その理由は共働きが多いことにあ

り、タイでは共働きが標準となっている。女性が、通勤・仕事で大変忙しく、自宅で調理

している時間がない。中食では、屋台や食堂で調理済みの総菜を買って自宅で家族ととも

に食事をするという形態が大変多い。また、安いアパートだとキッチンが設備されていな

いことも理由の一つである。 

 こうしたことを背景として、日本食材を普及させることは難しく、むしろ日本食レストラ

ンで日本食を食べてもらうことをアピールする方が、より容易に日本食材の消費を増やす

ことでできるとみられている。 

 

２）タイの日本食事情 

①日本食が好まれる理由 

 見た目が美しいことが第１の理由で、次いで味が気に入っている、健康によい、おしゃれ

だからとなっている。タイの日本食店は、ラーメン店やカレー店にしても日本のイメージ

とは異なり、内装もおしゃれであり、高級感がある。たとえば、タイの大戸屋は、日本と

違いバレンタインデーやクリスマスだと客が増加するという。 

 実際タイの日本食は価格が高いが、それでも客が入っている。価格については「リーズナ
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ブル」という回答もあるが、これは月に 2～3 回程度職場の同僚などと利用する対人から

するとリーズナブルということになるのではないか。タイの食堂等では 1 回 70 バーツ程

度で食事ができる。日本でのイタリアンがタイの日本食のイメージではないか。 

 

②健康志向の高まり 

 タイ人は、「カロリーの取りすぎ」、「脂肪分の取りすぎ」に気をつける人が多いことから、

日本食は健康によい食事という意味で唯一アピールできる食事ではないか。タイでは中華

やイタリアンも多いが、これらの食事には健康的というイメージはまだない。この点から

も日本食は優位置にある。 

 タイ料理と比べても日本料理の方が健康的というイメージである。タイ料理は、揚げ物や

油を使った料理が多いことによるのではないか。 

 

③日本食レストラン数 

 毎年調査を実施しており、2013 年で 1,806 店舗である。バンコク都内 1,241 店舗、地方

565 店舗である。地方では近年ショッピングセンターが増加しており、その中に日本食レ

ストランが入居するという形態が増加している。その場合の地方は、かつてはチェンマイ

等の大都市であったが、2008 年以降は各県にショッピングセンターが建設されるようにな

ってきており、もはや地方の大都市に限らなくなっている。 

 

④日本食の分類 

 タイの日本食レストランも多様化しており、純日本食で高級なレストランから、一つのメ

ニューに特化したラーメン店やカレー店等の専門店、味をタイ風にアレンジした．普及型

のレストランまであるが、数が一番多いのは普及型のレストランである。 

 客層を日本人に絞った居酒屋等の店舗もあり、経営的には十分に運営できている。また、

タイの富裕層はそうした純日本風な店舗を好む層もある。 

 タイの中で も普及しているのはフジレストランである。また、ZEN、OISHI もフジに次

いで数が多い。近年はやよい軒も店舗数を増やしている。 

 2000 年頃に OISHI レストランが食べ放題の日本食レストランを出店し、300 バーツ程度

で日本食の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。こ

れが大ヒットし、これ以降日本人向けではなく、タイの一般の人向けの日本食レストラン

が急増しだした。OISHI レストランのトンロー店が日本食ブームのきっかけとなった店舗

である。 

 「本物すし」は、タイのテレビ番組の中の「和食の鉄人」がオーナーシェフの店舗であり、

タイのセレブに大変人気がある。 

 カレー専門店の Coco一番も出店しているが、こうしたカレーは日本食と認識されている。 
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      出所）JETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出所）JETRO 

 

⑤日本食材の小売店 

 高級デパート、スーパーマーケットが日本の日本食品・食材を取り扱っている。セントラ

ルデパート、エンポリアム、サイアムパラゴン、伊勢丹等がその代表である。 

 ハイパーマーケットやコンビニでは日本の日本食品や食材は販売されておらず、タイ産あ

るいは外国産の日本食・日本食材である。例えば、醤油ではタイ産のヤマモリやシンガポ

ール産のキッコーマン等である。大まかにみて、日本産の食品はタイ産の食品の 2 倍以上

の価格である。 
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      出所）JETRO 

 

⑥日系飲食料品の小売店 

 日系の小売店は、イオンタイランド（ジャスコ）、伊勢丹タイランド、フジスーパーの 3

社が日系の小売店であり、中でも伊勢丹とフジスーパーが日本食材の品揃えが一番豊富で

ある。フジスーパーは、日本人に日本と同じ品揃えを提供する、日本人が求める品を提供

するというコンセプトであり、日本人が多く居住するスクムビットエリアに集中している。 

 

⑦コンビニ、ローカル市場 

 コンビニはセブンイレブンが一人勝ち状態である。タイ産のグリコ等は販売されているが、

コンビニでも日本産の食材は販売されていない。（店舗数セブンイレブン: 7,512、ファミ

リーマート:約 1,000、ローソン:20～30） 

 近年人気が出てきている緑茶飲料もタイ産の甘く味付けられた緑茶飲料である。日本のよ

うに無糖で甘くない緑茶飲料は売れ行きが悪い。 

 エナジードリンクは、タイでもよく売れており、レッドブル、M150 が双璧であり、リポ

ビタンデーは販売期間は長期にわたるが数量では上の２商品には及ばない。 

 エナジードリンクの中心的な購買層は、トラック運転手等というイメージが強く、健康飲

料というイメージではない。また、サラリーマンは飲むというイメージはあるが、女性が

飲むというイメージはほとんどない。 

 地方ではローカル市場が生鮮食品を中心に販売の主流である。地方都市でもハイパーマー

ケット等が進出してきているが、鮮度ではローカル市場の方が優れており、その点でロー

カル市場の方に優位性がある。 

 

３）輸入規制、日本産食品の輸入状況 

①日本産食品の安全イメージ 

 タイにおいても、「日本産食品は安全である」というイメージが持たれている。 
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②輸入規制 

 タイでは種類の輸入に関して厳しい規制がある。広告規制（雑誌、テレビ等の広告で種類

そのもの、飲酒の場面を写してはならない）、販売規制（11 時～14 時、17 時～24 時以外

での小売販売禁止）、輸入規制（1 銘柄 1 事業者）等の規制がある。 

 また、たばこに関しても同様の厳しい規制がある。 

 

③日本酒の輸入動向 

 日本酒は、輸入関税がなくなったことから輸入は増加している。ただし、知名度はまだ低

く、タイ人消費者に好まれる酒の種類、飲み方等の提案が必要。日本食レストランで、い

かに上手にアピールし、飲酒体験を増やすか等の工夫が必要。 

 タイの消費者には、甘みがあり分かりやすい味が浸透しやすい。 

 タイでの酒類の販売順位は、ビール、ウィスキー、ワインの順となっており、JINRO、日

本酒、焼酎の知名度はかなり低い。 

 

④日本産食品の販売価格 

 日本産の食品は、タイにおいては依然として高価格である。 

 日本米（ジャポニカ米）は、和食レストランでの使用が増加しており、チェンマイ、チェ

ンライ地方で生産される日本米が、増産されている。 

 日本産の果物に対するタイ人の評価は高いが価格も相当高くなることから、富裕層や贈答

用の購買となっている。しかし、リンゴを例にみても販売量は、中国産、ニュージーラン

ド産が圧倒的に多い。 

 

４）日本産食品を売り込むために３つのポイント 

①最適な輸入業者との提携 

 日系、タイ系、水産専門、酒類専門等、多様であるが、輸入許可申請、通関、倉庫での保

管、卸売業務等の機能を有し、自社とって 適な輸入業者と提携することが重要である。 

 

②競合品目に注意 

 業者間では競合する品目も少なくないことから、業者の得意分野、価格競争力のある商品

群等を見極めることが重要である。 

 タイ産の製品との競合は価格面での競争が厳しいことから、差別化を図る必要がある。例

えば高級レストラン等でも、タイ産商材があると価格が高い日本産ではなく、安価なタイ

産が選ばれることが多い。 

 

③ターゲットの絞り込み 

 中間層、富裕層、日本人等、はじめにターゲットを確定させてから、マーケティングを行

うことか重要である。 

 例えば、タイの一般の消費者（中間所得層等）は、ほのかな香り、繊細な味付けといった
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感覚は全く通じず、甘さや辛さ等明確な味や香りが求められる。味が明確な食品でなけれ

ば売れない。一方、タイの富裕層は、日本本来の風味や味を受け入れる。 

 

④まとめ 

 タイの日本食好きは、一時的なブームではなく、現在ではタイの食文化の中に浸透してい

る。今後も外食、小売ともに成長を続けていく見通しである。タイでは日本ブランドはか

なり確立されているのではないか。「日本」という言葉で出てくるイメージはもっぱら良い

イメージである。 

 2015 年からはじまる AEC について、食品に関しては現状でも ASEAN 内はほぼ関税が 0

であることから、大きな変化があるとはみられない。物流のインフラは進みつつあるが、

タイで生産された食品が、国内同様に近隣諸国で販売されるほどには整備されていない。

もっとも、地政学的にタイに優位性があることも事実である。 

 コールドチェーンについては、野菜果実等の生鮮食品やアイスクリーム等に関してもほぼ

問題なく流通させることはできると、輸入業者や小売業者はみている。ただし、より高度

なコールドチェーンは、今後整備する必要がある。物流業者は、AEC も視野に入れて、各

地で冷凍冷蔵倉庫を建設している。 

 韓国と日本を比較した場合、韓国のコンテンツ（ドラマ、K ポップ等）はタイに上手く浸

透しているが、日本のコンテンツは漫画・アニメを除いてはかつてのような強さがみられ

ない。韓国は、ドラマを浸透させてそこで食べられている食品や酒類を浸透させようとし

ているのではないか。 
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日時 2014 年 7 月 31 日（木）10 時 00 分～1j 時 l0 分 

訪問先 
組織名 

NIA（National Innovation Agency）（タイ国科学技術省イノベーショ

ン庁） 

面会者名 

Dr. Sura-at Supachtturat （イノベーション戦略部長、プロジェクト

責任者） 
Department Manager of  
Innovation Strategy Department 
Mr. Marut Chalotorn（実質的プロジェクトマネージャー） 
Project Advisor 
Mr. Yuzo Takahashi（プロジェクト・アドバイザー） 
Senior Advisor 

住所 73/1 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok, 10400 

電話 +66-2-644 4244 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 タイ・デリシャス政策等について 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  タイ・デリシャス広報資料 

 

１）NIA 

 NIA は、タイの科学技術省の独立行政法人であり、予算は科学技術省の予算となる。その

活動の内容は、タイでの新しい技術や商品の開発のサポートである。イノベーションがキ

ーワードであり、イノベーションの推進が目的である。例えば、企業が新しい技術を開発

し、その後の実証等で資金が必要な場合に資金提供を行う。限度額は、1 プロジェクトは

500 万バーツであるが、無償と有償２つケースがある。また、パイロットプラントのよう

に金額が大きい場合は、企業がローンを組みその利子を支援する方法をとる。 

 支援の対象はあくまでも企業であり、大学や研究機関は対象外である。対象となる開発段

階は、既に開発が行われて以降であり、 適なのはパイロットレベルである。また、対象

となる企業はタイ資本が 51％以上の企業である。資金面での支援に加え、必要に応じて大

学や国立の研究機関との連携をコーディネートする支援も実施している。タイ・デリシャ

スは 2 年前に始まった重要なプロジェクトの 1 つである。 

 

２）タイ・デリシャス政策 

①経緯 

 中華料理、フランス料理、イタリア料理、日本料理、タイ料理と世界の 5 本指にタイ料理

は入るが、タイ政府は 10 年ほど前からタイ料理を世界にアピールするための方策を行っ

てきた。 

 第 1 段階は、タイ料理のシェフを育成して世界に展開することを実施した。一定の成果は

上がったが、短期間で教育を施し、世界に送り出すは、本物の味が保てるか等、問題があ
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った。 

 その次に第 2 段階として、4～5 年位以前よりタイ・セレクトにより世界に展開しているタ

イレストランの味の標準化を図った。しかし、その標準化はシェフやメニュー等いわば外

形的な面からの標準化にとどまり、味覚そのものの標準化には至らなかった。ブランディ

ングの面では優れていたが、あるべきタイ料理の味という点では充分ではなかった。例え

ば、トムヤムクンにトマトを入れたり、パイナップルを入れる等、本来の味からは変化し

てしまうこともある。 

 第 3 段階として、フードサイエンス、フードテクノロジーを駆使して NIA が味そのものの

標準化に取り組んだのである。そこでは、農業国であるタイの農産物を使用したタイ料理

として世界に展開することにより、食材としての農産物に付加価値を付け加えるという側

面もある。また、食文化が浸透することで、食材に対するこだわりも加わり、食材そのも

のの輸出拡大にもつながる。和食の世界展開こそそうした筋道をたどっている。 

 

②タイ・デリシャスの開発 

 タイ・デリシャス政策では、はじめに世界に展開されているタイ料理のレベルの向上を当

面の目標とした。世界には多くのタイレストランがあるが、本物のタイ料理とは異なるタ

イ料理を提供しているタイレストランも少なくない。タイで食べたのと同じ美味しいタイ

料理が各国で食べられるようにすることを目指した。 

 そのための第 1 段階として、本来のタイ料理と判断されるタイ料理をメニューで取り上げ、

取り上げた料理を 1 つずつ標準化する。標準化に際しては、食品科学や味覚等に関する学

識者に、対象となる料理についてタイで人気のあるトップ 10 の店舗の料理について研究

を委託し、その味覚の特徴や美味しさの特性等を明確にし、また、当該料理の伝統的な作

り方等を踏まえ、不可欠な食材を確定して、標準となる味を確定させた。その結果、必要

なスパイスやハーブを含めた食材とその割合を大まかに決めた。そこでは、レシピの確定

までは行っていない。代表店を選定する際には、地域性も加味して行っている（例えば、

北部で有名な料理は、北部の代表的な店舗も加えた）。このように味覚の分析や研究を行う

ことから、科学技術省が国費を使って本プロジェクトを実施している。この段階では、タ

イ人 500 人を対象とする味覚テストも行い、タイの伝統的な料理であることを確認した。 

 第 2 段階としては、美味しさの追求であり、第 1 段階で確定された不可欠な食材を使用し

て、美味しいタイ料理の調理をタイで 1 番と言われる「鉄人シェフ」、チュンポンシェフ

に委託した。チュンポンシェフは、タイシェフ協会の事務局長でもある。チュンポンシェ

フのレシピを標準レシピとして、確定させた。 

 第 3 段階としては、第 2 段階で確定したレシピを公開する一方、科学的に味覚センサー

（e-Delicios）による味の確定を行った。現在、コンパクト化されたセンサーは完成してお

り、大型センサーは 2 ヶ月程度で完成する（機能的には完成しており、デザイン等の段階

である）。このセンサーは、人間の五感の代わりをするセンサーである。色、食感（粘り）、

味、香りを検査する。例えば、あるシェフがグリーンカレーを調理して、このセンサーで

検査した場合、各検査項目が許容の範囲内であれば、合格となる（検査結果は許容範囲と

ともにレーダーチャートで図示される）。これが、標準となる本来のタイ料理である。 
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 ポータブルセンサー（左）と分析結果 

 

 実は、タイ料理の特徴はアロマ（香り）であり、香りのセンサーに も傾注している。持

ち運ぶことができるコンパクト型センサーでは 16 項目までしか検査できないが、大型セ

ンサーでは 32 項目まで検査することができる。ただし、32 項目を検査するには 2 回に分

けて検査しなければならないが、これを 1 回で検査できるようにすることが、今後の課題

である。 

 

③タイ・デリシャス実現に向けて 

 タイ料理に欠かせないハーブの中には、国によっては薬品扱いとなり、輸入許可が下りな

いことが少なくない。そこで、必要なハーブ等も調理済みにしたレトルト製品（調味ペー

スト）を開発することにより、こうした規制や課題を克服することができると考えた。チ

ュンポンシェフの調理したタイ料理を食品加工の学識者や専門家に試食してもらい、当該

料理の 9 割程度の味覚の加工食品の開発を委託した。その結果、料理の種類によって多少

のばらつきはあるが、各料理ともおおむね 9 割程度の味（美味しさ）の加工食品（レトル

ト食品）を開発することができた。ただし、民間企業に提供しての商業生産は、信頼でき

る民間企業を探している段階であり、実施には至っていない。 

 現段階は、標準レシピ、センサーによる標準味覚、標準的なレトルト食品（調味ペースト）、

まで到達することができた。 

 

④各国の食文化への協調 

 各国には各国の食文化があり、味覚に対する好みがあることから、タイ・デリシャスでは、

タイ国の標準となる美味しさを各国に押しつけるのでなく、各国の味覚を反映したタイ・

デリシャスの標準の提示を考えている。現在は、まだ方向性の把握にとどまっており、研

究段階である。方向性としては、甘さやしょっぱさ、辛さは許容範囲が国によって代わっ

てくるが、色や香り、食感等は料理固有の特性なので許容範囲は認めない方向である。国

による味覚の違いに関しては、今後調査を進めていく。国別は、次のような地域わけを検
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討している。 

・ヨーロッパ：南ヨーロッパ、北ヨーロッパ、スカンジナビア 

・オーストラリア 

・アジア（台湾、韓国）：日本 

・中国 

 

⑤標準化されたメニュー 

 現在 11 品目まで、完成しており、目標は 30 品目である。11 品目は下記のとおりである。 

 ・グリーンカレー 

 ・マスマンカレー 

 ・パッタイ 

 ・トムヤムクン濃い 

 ・トムヤムクン薄い味 

 ・カウソーイ（カレーラーメン） 

 ・ナムプリックヌン 

 ・ナムプリックオン 

 ・サイウア 

 ・イエローカレー 

 ・ソートカイコーレ 

 

⑥タイ・セレクトとの関係 

 基本的には、タイ・セレクトとは別である。タイ・デリシャスはあくまでも個々のメニュ

ーの味の問題であるから、タイ・セレクトに選ばれないレストランのメニューでも、いく

つかはタイ・デリシャスのロゴがつく場合がある。また、タイ・セレクトのレストランで

メニューを見た場合、いくつかのメニューにタイ・デリシャスのロゴがついている場合も

ある、といったイメージである。ただし、認証等は現段階ではまだ検討中であり、行って

はいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ・デリシャスのロゴマーク 

 

⑦センサーの開発 

 今後飲食業界では e-Delicious で開発したようなセンサーは世界中で必要になってくると
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みられる。今回開発したセンサーは、一部部品は海外のものも使用しているが、NIA が企

業と連携して独自に開発したものであり、タイ料理の特徴の分析に特化した、いわばタイ

料理専用のセンサーであり、とくに香り（アロマ）の分析に重点を置いている。現在 32

項目の分析が可能であるが、32 項目の多くは香りに関する項目である（但し、項目の内容

は企業秘密である）。味覚は、甘み、辛み、酸味等は 1 項目程度である。 

 センサーの開発に関しては、今後も進める必要がある。例えば粘りけ等に関しても現在の

センサーでは分析できない。例えば、グリーンカレーの特徴に粘りけがあり、ハーブを砕

いた残滓がそうした独特の粘りけを出しているが、こうした粘りけも分析できるようにす

ることが必要である。そのようにセンサーの開発に関しては課題が残っている。 

 本来は天然の食材（ハーブも含め）の使用を前提としているが、今後は合成された調味料

等の使用も可能となるだろう。但し、これは今後の課題であり、検討されるべき項目であ

る。また、同じ香り、同じ味が出せるのであれば、代替食材を使用することも可能であろ

うが、実際にはそうした食材はないとみられる。 

 

⑧タイ料理における現地食材 

 今回開発したカレーペースト等のレトルト食品（調味ペースト）は、タイにしかないと考

えられるハーブやココナツミルク等の食材を使用したれると食品であり、現地で調達可能

と考えられる肉や野菜類は含まれていない。こうした、いわば現地で調達可能な食材に関

しては、現地の食材を使用することを前提に考えている。現地では調達できない食材の提

供は政府が行うべきであり、フードサービス業としていかに簡単に本物の味を提供できる

かというところまでは政府が支援すべきだと考えている。 

 

３）タイ・デリシャス・センター 

 本年 3 月にタイ・デリシャス・センターが設立されたが、事務局は今まで本プロジェクト

に携わってきた少数の担当者からなり、基本的には事務局を小さくして、それ以外はこれ

までタイ・デリシャス委員としてかかわってきた、大学、研究機関、タイシェフ協会等と

のネットワークで構成される、いわばネットワーク型の組織であり、味覚の分析、シェフ

の育成等を柔軟で、機能的に遂行できる組織となる。 

 タイ・デリシャス・センターは、タイ・デリシャス・レシピの開発と普及、及びタイ料理

の味の標準化の推進が目的である。また、従来の NIA の 1 プロジェクトではなく、独立し

た組織を設置して、独立した事業を行っていくことの意味がある。 
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日時 2014 年 7 月 31 日（木）13 時 30 分～15 時 00 分 
訪問先 組織名 Ajinomoto Co.,(Thailand)Ltd（タイ味の素） 

面会者名 

中野哲也（経営責任者） 
Managing Director 
Ms. Sivaporn Siricharttada（渉外部長） 
Department Manager, Corporate Communication Department 
Ms. Piyawan Unakorn（味の素財団経営部長） 
Manager, Ajinomoto Foundation 
Mr. Ekkalak Tangsankharom（メディア担当課長） 
Supervisor, Media Production Division  
Ms. Wachiraporn Pengsri（CSR 担当課長） 
Supervisor, CSR Division 

住所 
487/1 Si Ayutthaya Road, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet 
Ratchathewi, Bangkok 10400 

電話 +66-2247-7000 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 タイにおける学校給食支援等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  “50 Years 50 School”Project 2010-2014 

 

１）タイの食文化 

①伝統的な食文化 

 伝統的には米と魚が中心であるが、時代の中で変化してきている。しかし、タイが農業国

であることから米が主食であることには変わりない。次に副食であるが、基本としては３

つあり、魚、野菜それとスープである。これら３つに関しては食べる順番はなく、皆一緒

に食べる。米に関しては、大きく通常のうるち米と、餅米であり、餅米は北部と東北部で

食される。 後にデザート（甘いお菓子）か果物を食べる。 

 食事の仕方には大きく 3 つの特徴がある。第１は、家庭で家族一緒に食事をすることであ

る。第２は床に直接座って、料理を囲んで食事をすることである。そして第３は、手で食

べることである。 

 そうした伝統的な食文化は時代とともに変化し、まず主食と副食が別々に盛られて供され

ていたが、主食であるご飯に副食であるおかずを掛けて食べるようになった。その背景と

しては、人々の生活が忙しくなり食事の時間が切り詰められてきたことにあるとみられる。

そういう意味では、チャーハンというのもこうした生活の変化の中で人々に受け入れられ

ていったとみられる。かつては、一口ずつご飯とおかずで食べていた。 

 典型的なタイの調理法は、食材を砕くことにある。例えば、ナムプリックがあるが、これ

はニンニクやタマネギ、ハーブや唐辛子等さまざまな食材を混ぜて砕いたものである。こ

れが基本であり、これで一品料理になる。ここからまた、ケーンカレーにアレンジされた

りする。カレーになれば、魚を入れたり肉を入れることでレパートリーが広がっていく。 
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②現代の食文化、食文化の変化 

 現代は、特にバンコクのような都市では共稼ぎが一般化する中で、外食や総菜を外でかっ

て食べることが一般化している。ただし、休日には家庭で料理をする家庭もある。 

 インスタント食品があることで家庭でも料理をするが、こうした食品が増えたことと家庭

での料理の頻度が増すこととは、必ずしも結びつくわけではない。味の素でも「ロット・

ディ・メニュー」という製品名でさまざまな料理の素を販売している。こうしたインスタ

ント食品を使うのはむしろ学生など、台所等の設備を保たない人々ではないか。 

 インスタント食品に関しては、タイではレトルト食品は価格が高くなってしまうので、ま

だ主に粉末のメニュー調味料として販売している。 

 食材の購入に関して、伝統的な市場を使うことも多い。こうした市場は、食材が豊富なこ

と、特に地方の食材等も入手可能である。例えば、スーパーでは豚肉は売っているが、豚

の内臓やミミ等のさまざまな部位は売っていない。一方、輸入品等に関しては、市場では

扱っていないのでスーパーで購入する。スーパーで販売しているものは保存がきく商品が

多い。近年は、伝統的な市場も改善され、清潔になっている。ただし、伝統的な市場は５

時には閉まってしまうので、仕事後にスーパーで購入することが多いということもある。 

 近はコンビニで冷凍食品を販売しており、こうした冷凍食品は学生や社会人がよく購入

している。特に、残業などで遅くなるときなどは、コンビニの弁当を購入することかよく

あることである。 

 スパゲティやピザ等の海外の食品に関しては、都市ではもはや普通に食べられているが、

地方に行くとまだそれほどなじみがないのではないか。スパゲティを家で調理して食べる

ことも珍しくはなく、タイ人の味覚にも変化が出てきているのではないか。 

 

２）学校給食支援 

 学校給食支援は、味の素財団が実施しているが、実施の背景としては、学校における給食

施設の不十分さがある。施設が老朽化していたり、衛生的ではないような施設だったりす

ることがあり、こうした学校の施設を整備することを 2010 年より「50 周年、50 施設」活

動を開始し、調理場と食堂の整備を行った。下記の写真は、整備前の施設と整備後の施設

の状況である。こうした施設整備は主に地方の整備がおくれている学校を対象に実施して

来ている。 
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2011 年に整備されたメーホンソン県の給食・食堂施設 

出所）Ajinomoto(Thailand) 

 

 今年 2014 年に 50 校で施設整備が完了する。この 50 周年は、味の素タイランドが設立さ

れた 19640 から数えて 2010 年が 50 周年であり、そこからスタートした。これからはハ

ードウエアではなく、栄養を中心とするソフトウエアの推進を検討している。 

 文部省は、学校給食支援を行っているが、現場で調理をしている人材は、栄養士でも調理

師でもない場合が少なくなく、児童の栄養指導等の知識が十分ではない。そこで、栄養面

からのメニューの提案や衛生面からの提案等の食育を行っていく。（文部省は、20 年以上

前から小学校に対して児童１日１人当たり 13 バーツの給食支援を行って来たが、現在 20

バーツに引き上げられている。） 

 当財団は、基礎教育委員会事務局（Office of Basic Education Commission: OBEC）と連

携して事業を実施しており、施設整備の対象となる学校の選定は OBEC とともに行う。給

食施設の運営コストは、現状では学校が負担しており、その一部を文部省が補助している。

小規模な学校では給食資金が不足するので、学校で野菜作りや魚養殖等を行って賄ってい

る。 

 当財団は、学校給食支援以外に、学校施設整備支援や保健施設整備、奨学金制度を実施し

ており、奨学金は大学や専門学校等年間 300 人に提供している。その他災害支援も行って

いる。 

 タイの義務教育レベルでの食育は、栄養面や衛生面の理解が中心である。栄養に関しては

専門家がいるわけではないので、この面での教育を重視している。これに対して、伝統的

な味（本物の味）の継承までは手が回らない。５大栄養素の理解までである。タイでは味

覚レベルを教えるのは大学レベルである。 

 味覚は家庭の料理で育まれている。各家庭、各地方の味が継承されている。タイでは家庭

味のことを「おばあちゃんの味」という。一方、レシピを伝えるという考え方もあり、例
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えば宮殿料理のレシピ等もあり、カオチェー（冷製ご飯）のレシピに関しても、スコータ

イ時代のレシピもあれば、中部の味もあればいろいろある。 

 味の素ではレシピ本を出している。レシピ本は、メンバーに年間 3 冊有料（60 バーツ）で

配布され、栄養等の食に関する知識の普及の意図もある。レシピ本は 1973 年にスタート

して以来 40 年が経過し、過去の同書と比べるとタイにおける食の変化の様子がうかがえ

る。例えば 10 年前は、複数の料理からなるメニューを提案していたが、現在では個々の

料理を取り上げておりこの面でも食の変化の様子が伺える。また、料理も西洋化や健康志

向等されてきていることも分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レシピ本 

  出所）Ajinomoto(Thailand) 

 

 タイでは台所もないアパートもあり、普通の家庭では、調理器具としてはコンロにフライ

パン、炊飯器程度である。冷蔵庫は 8 割程度（全国）の普及率であり、バンコクではほぼ

100％である。電子レンジは 3 割程度であろう。 

 

３） 日本食や日本食材の普及の課題等 

 タイ味の素は、調味料の「味の素」をタイで製造販売しており、またそれ以外の料理の素

となる風味調味料やメニュー調味料等を販売しているが、これらも現地で製造しており、

日本からの輸入はない。また近年では鶏唐揚げや餃子の冷凍食品をタイで製造し、日本に

輸出するとともにタイ国でも販売するようになった。 

 特に課題があるとはみられない。というのも近年日本料理と韓国料理は人気があり、タイ

の社会に受け入れられていると思われるからだ。 

 タイでは日本料理には 2 種類あるとみられる。1 つは伝統的な日本料理の味であり、もう

1 つはタイの味覚にアレンジされた日本料理である。例えば、伝統的な日本料理では刺身
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はわさびと醤油で食べ経るが、アレンジされた日本料理では、これに辛いソースを付けて

食べる。例えば OISH レストランではこうしたソースがある。 

 タイ人は味覚に非常に敏感あるとともに、食べることがとても好きな人々あり、さまざま

料理をフレキシブルに受け入れてきた。例えば、中華料理にしても本当の中華料理は少な

く、シーフード料理も含めてタイ料理と混ざってきている。日本料理も、伝統的な日本料

理が好きな人もいれば、ローカライズされた日本料理が好きな人もいる。そうした中で、

タイ料理自身も変化している。例えば、地方でも日本料理店ができており、先日ナコンパ

トムという地方で寿司を食べたが、本当の寿司とは違った味であった。また、屋台でも 1

つ 5 バーツで売っているがこれも本当の寿司の味とは違う。 

 タイで韓国料理というと焼き肉とキムチであり、それ以外の料理はまだ知られていない。

また、キムチはタイ料理の味と似てると思われるかもしれないが、全く別な味であり、あ

まり食べられてはいない。 

 タイにおける日本食のイメージは、健康的、太らない、新鮮等であり、それに価格が高い

が続く。したがって特別な時に食べる料理というイメージもある。 

 味の素がタイで新製品を販売する際には、まず消費者に対する味覚テストを実施するとと

もにその結果を重視する。また、タイでは直接市場の小売業者に現金で販売することから、

営業マンが現地で実際に料理を作って食べさせることやそうした小売業者に入ってくる消

費者情報を収集し、売れそうだと判断した場合にメディア等を使用する。メディアで重視

するのはやはりテレビであるが、雑誌等も使用する。 

 現在は AEC 導入前であるが、それでも以前に比べて人・物の動きが活発化しており、食

については AEC 後はよりユニバーサルになるのではないか。また、先日カンボジアにイ

オンがオープンさせたが、食品はほとんどタイから搬入されており、そういう点からみて

もタイがハブ的な役割を担うのではないか。 
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日時 2014 年 8 月 1 日（金）10 時 30 分～11 時 30 分 
訪問先 

組織名 
Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University（チュラロンコ

ーン大学タイスタディ研究所） 

面会者名 
Dr. Suchitra Congstivatan
Director of Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University 
（研究所長） 

住所 
Prajadhipok-Rambhai Barni Blgd.,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Pathumwan Bangkok 
10330 Thailand 

電話 +66 2 218 4862 

E-mail  

参加者 
八木、富永 
チャーチャーイ（通訳） 

主な議題 タイの食文化 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  質問票、和食 PR パンフレット 

入手資料  Asian Food Heritage Volume One 

 

１）食文化研究の位置づけ 

 自身は、タイスタディ研究所の所長として、主にタイ文学を専門に研究しているが、タイ

スタディの研究領域は広く、食や文化をも包含しており、まさにそこに食文化の研究との

接点がある。 

 タイ文化の研究に関しては 2 つの基本的な視点がある。1 つは仏教であり、これはタイ文

化の原点ともいえるものである。もう一つの視点が食である。食は、タイの人々に取って

は欠かせないものであり、タイには「食は大切であり、死ぬことは大したことではない」

というジョークがあるが、これはタイ人の食に対する態度を良く表している。 

 タイの古代詩の研究をしていると食に関することが良く出てくるのであり、例えば、ラッ

タナコーシン時代のラーマ 2 世の詩に「お菓子を楽しむ」という詩もあり、食は重要なジ

ャンルとなっていると言っても過言ではない。 

 

２）タイの伝統的な食文化 

 例えば、王宮を中心とするタイの食文化をみると、例えばインドや中国等の諸外国の影響

を受けて、タイの伝統的な食文化といえども海外の食文化とない交ぜになっているという

特徴を持つ。こうしたことはアユタナ時代から引き継いでおり、コスモポリタン的な食文

化でもある。アユタヤ時代の王宮ではさまざま国の人々が働いており、そうした人々の食

に関する影響が現れていた。 

 王宮の食事の一般への影響としては、宮廷料理は美味しい料理であるというイメージが持

たれた。またラーマ 5 世が西欧を旅行しており、その影響として食事の際にはフォークや

スプーンを使う習慣がもたらされた。 

 一方でタイ人は仏教徒であり、殺生をしないという文化があることから、大きな動物を殺

さず、魚等小さな生き物を食するという考え方がある。ある地方の祭りでは大きな動物を
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殺して食べることもあるが、これは祭りという特別な場面であり、日常的には小さな生き

物を食べている。 

 タイでは家族が 1 つのお釜で炊いたご飯を一緒に食べることが基本となっていた。「同じ

釜で炊いた飯を食うと喧嘩はしない」という古いことわざもある。このように一緒にシェ

アするという文化がある。 

 ただし、寺院における僧侶の食事に関しては、シェアするということはせず、一人一人が

自分のお膳に一人分の食事を用意して、食事をするという仕方である。また、王宮でもそ

れに準じた食事の仕方である。 

 

３）現代タイの食文化 

 ここ 10 年程度を振り返ってみると、変化の 1 つして海外からのさまざまな料理や食材が

入ってきていることが指摘できる。第 2 は外食が増えたことである。特に、かつてのよう

にメイドを使っていない家庭では家庭料理を食べる機会が大きく減ってきている。また、

家族が一緒に食事をするという機会も減ってきている。 

 かつては、個々の家庭で得意な料理があり、そうした料理を作った際には隣近所に分けた

りしたが、現在ではそうした光景は見られなくなった。田舎ではまだこうした文化が残っ

ているだろうが、都市ではもはやなくなったといえよう。 
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（６）韓国 

日時 2014 年 9 月 4 日（木）16 時 00 分～17 時 00 分 
訪問先 組織名 農林畜産食品部 

面会者名 
Kim Jae-min（外食課次長） 
Deputy Director, Food Service Division, Ministry of Agriculture, 
Food and Rural Affairs 

住所 94, Dasom 2-ro, Sejong-Si, Korea, 339-012 

電話 044-201-2152 

E-mail  

参加者 夏目、富永 

主な議題 韓食の世界化等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  調査概要 

入手資料  なし 

 

１）ユネスコの無形文化遺産 

 日本の和食は既にユネスコの無形文化遺産に登録されたが、現在韓国は同遺産の登録に向け

て準備を進めているところである。日本は和食の世界遺産登録に向けて 2006 年頃から準備

されたと聞くが、韓国では 2008 年からはじまった。それまでは韓食レストラン等の民間に

よる活動が中心であったが、政府レベルで登録に向けた活動がはじまったのは 2008 年から

である。 

 

２）韓食の世界化支援 

①目的 

 韓食の世界化支援に関しては、食ということ自体が国家をイメージさせるものであり、 近

はフランスやペルー等も自国の食品をアピールしているが、韓食の世界化も国家イメージの

向上、国家ブランドの向上を目的として行っている。また、農産物の輸出拡大も目的の 1 つ

である。 

 

②ビジョン 

 韓食の世界化ビジョンとは、世界の人々が韓食を楽しむということがビジョンである。 

 

③韓食の世界化政策の変化 

 2008年から 2013年までは、韓食を海外で知らしめることに力点を置い政策であったが、2014

年からは国内に軸足を移し、国内での韓食の広報等に注力している。というのも海外から韓

国を訪れる外国人が 1,300 万人を超え、この人々が味わうのは韓国内での韓食になることか

ら、国内で伝統の味を重視し、本物の韓食を提供することに力を注いでいる。そうすること

でまた、海外からのリピーターも増加し、帰国後も韓国レストランに行くことも増加するで

あろう。海外からのインバウンドの人々を重視した政策である。 

 

④他産業との連携 

 従来は韓食の広報という点を重視してきたが、これからは韓食と他産業との連携を重視して

いく。例えば、韓食と観光産業の融合、また、韓食と農産物の製造・食品加工業、さらには
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サービス業との連携を目指している。 

 特に、農村地域の活性化を視野に入れて、観光客が地域の農村で生産された食材を使った料

理を味わうことが、ひいては地域農村の生産の増加や活性化に結びつくと考えている。その

場合も韓国の国内旅行者だけでなく、海外からの旅行者も対象と考えている。 

 海外からの旅行者を対象とした場合、農村地域での言葉の問題等を解消するような支援策に

ついては検討しているが、まだ具体的な実施に至っていない。例えば、トイレ等をイラスト

で表示すること等について地方に実施を求めているが、なかなか実施に至っていない。 

 

⑤レシピの普及 

 海外広報事業しては、海外で本物の韓国料理が手軽に調理できるように、韓国料理のレシピ

の広報を実施している。また、海外でさまざまなイベントを実施し、韓国料理の試食や体験

を行っている。 

 

⑥韓食の世界化に関する予算の動向 

 予算全体の動向を見ると、海外広報に重点を置いて、韓食の多様化等を紹介するためのコン

テンツの制作やホームページ等の IT 関連投資といったインフラに関する初期投資が大きか

ったために 2011 年までは予算は増加傾向を示した。しかし、これら初期投資が一巡してから

2012 年以降の予算は減少傾向にある。 

 ただし、韓食財団や韓国水産物流公社（aT）等が実施している、韓国レストランの競争力強

化や人材の育成、歴史の復活等のコンテンツの構築等に関してはむしろ予算は増加している。 

 特に現在注力としているのは、韓国企業の中で海外にレストラン展開を希望する企業の支援

である。具体的には、進出先国別の各種規制や制度に関する情報の提供であり、市場に関す

る調査結果等の情報提供である。ただし、調査自体は韓食財団や韓国水産物流公社（aT）等

の専門機関が実施している。この施策は、2013 年よりはじまった。 

 海外の韓食レストランからの要望により、2010 年からは進出先国のコンサルティング会社と

韓国のコンサル会社とのコンソーシアムによる、インテリアデザイン等を含めたコンサルテ

ィング活動も実施してきている。 

 

⑦韓食のブランド化 

 ブランド化とは、韓食を海外に知らせること自体であると、考えている。食を知らせること

は、その国の歴史をはじめ、多くのことが伝わることであることから、とりもなおさず韓食

のブランド化であり、韓国のブランド化につながるものである。韓食の世界化政策それ自体

がブランド政策である。 

 

⑧農政ビジョン 2020 における韓食の世界化 

 農政ビジョン 2020 では韓食の世界化というよりも「韓食の振興」として位置づけられてお

り、国内基盤の確立やそれに基づく韓食の広報等である。 

 国内と海外とのバランスの取れた政策であり、インバウンドも含めて考えている。 

 

⑨国内での韓食の味と海外での味 

 確かに、国内で韓食の本物の味を味わえるようにして、海外のリピーターを増やすという目

的もあるが、他方で海外でも本物の韓食か味わえるように、海外進出レストランへのコンサ

ルティング活動や、これから海外にレストラン展開を企図している韓国企業支援を行ってい

る。例えば、海外で韓食を調理する際に多くの食材は現地の食材を使用するが、味の決め手
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となる調味料等は韓国の本物を輸入する、という方向で考えている。 

 
⑩韓食の世界化の成果 

 民間企業の努力もあることから必ずしも韓食の世界化政策の成果とばかりはいえないが、例

えば、キムチを作る際やその他韓国料理に欠かせないコチュジャンとカンジャンの輸出額を

みてみるとは、2009 年では 2,600 万ドルだったものが、2013 年は 4,000 万ドルに増加して

いる。 

 

⑪韓流ドラマ等の活用 

 これまでの韓国ファッションの海外進出をみても韓流ドラマに代表される韓流ブームが基盤

となったが、韓食の世界化に関してもこうした韓流ブームを戦略的に活用することは考えて

いる。 

 実際、はじめに官民からなる韓食の世界化推進団という団体があったが、この団長は韓流ブ

ームで有名なペ・ヨンジュンであった。2009 年の発足当初は政府主導だったが、その後民間

による活動が望ましいという観点から、2013 年に韓食財団に移管され 2014 年より完全に民

間の活動となった。 
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日時 2014 年 9 月 4 日（木）10 時 00 分～11 時 30 分 
訪問先 組織名 韓食財団 

面会者名 

Oh Young Ho（管理計画チーム長） 
Team Leader, Managint Planning Team 
Park Sun Hee（広報リーム長） 
Team Leader, Public Relation Team 
Kim Jin Nam（韓食教育チーム長） 
Team Leader, Korean Food EducationTeam 
Korean Food Foundation 

住所 aT Center, 27 Gangnamdaero, Seocho-Gu, Seoul 137-787 

電話 02-6300-2075 

E-mail  

参加者 夏目、富永 

主な議題 韓食の世界化等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 

配付資料  調査概要 

入手資料 
 美しい韓国料理、読んでおいしい韓食、International Korean Menu 

Guide 2012、Korean Retaurant Guide Tokyo、The Taste of Korea
その他 

 

１）韓食の世界化の方向性 

 韓食の世界化に関して、計画及び予算等は、農林畜産食品部が作成し、個別の事業を韓食財

団及び韓国水産物流公社（aT）が実施する。 

 韓食の世界化とは、一言で言えば国内外の韓食産業の振興を目指すことである。また、韓食

産業とは、韓食文化及び韓食のコンテンツ、韓食レストラン、韓食関連人材の育成、食材・

食品産業を含めたものである。つまり韓食の世界化とは、韓食のコンテンツ（メニューやレ

シピ）を元に韓食レストラン等で付加価値を創出する行動自体が量的質的成長を伴い、それ

が韓食産業の振興につながるという考え方です。 

 

２）韓食の世界化に関する事業 

 当財団では韓食の世界化に関して 4 つの事業を実施している。 

（ⅰ）インフラ構築事業：民間ネットワークの活性化であり、民間団体である韓食協議体の

形成運営等 

（ⅱ）海外の韓食レストラン協議体への支援事業：韓食コンテンツの開発、韓食専門分野の

人材育成（短期教育等）、海外韓食教育等 

（ⅲ）競争力強化事業：韓国レストランの推薦制、海外の韓食に関する市場調査等 

（ⅳ）広報事業：ホームページや放送コンテンツ、冊子等による広報活動 

①韓食コンテンツの開発とその提供 

 韓食のコンテンツとは、メニューやレシピであるが、レシピには国内向けと海外向けがある。

国内向けのレシピの開発は伝統的料理に主眼を置くが、中でも歴史の復元という視点から、

朝鮮時代から近代までのレシピ等の韓食に関するコンテンツ１万件以上を「韓食アーカイブ」

としてデータベース化し、情報提供サービスを行っている。 

 一方、海外向けのレシピに関しては、現地の食材を使用し、簡便且つ現地の人々の口に合う

味を目指している。ただし、調味料と調理法は韓国のものを使う。調味料については、入手



 

面談・打ち合わせ記録(36) 

- 178 - 

しづらいものもなくはないが、韓国の大手企業により供給しているので、基本的には問題な

いと考えている。 

 国内向けコンテンツの情報は、韓国観光公社、KOTORA（日本の JETRO に相当）等の関係

機関及び、当財団のホームページを通じてインターネットでも提供される。また海外につい

ては海外の韓食レストラン協議体に継続的に情報提供されるとともに、当財団のホームペー

ジを通じてインターネットでも提供される。 

 レシピの開発は、財団が直接実施することを基本とするが、専門家と連携して行う場合もあ

る。 

 
②海外の韓食レストラン協議体支援 

 海外の韓食レストラン協議体とは、主に韓食レストランの経営者で組織され、申請された協

議体を韓国水産物流公社（aT）が選定する。協議体は、現在 10 カ国（米国、英国、フラン

ス、中国、日本、オーストラリア等）に 100 箇所あり、自主事業とレストランに対する支援

事業の双方を実施している。自主事業としては韓食の普及が中心であり、例えば韓人会での

イベント等を通じて行われる。レストランに対する支援事業としては、レストランのインテ

リアの改善、レシピの提供、レストランの従業員教育、コンサルティング等である。 

 ニューヨークを例にとると、2014 年 3 月現在 80 店が加盟しており、加盟店は増加傾向にあ

る。また、一部協議体（ニューヨーク、香港、上海）では会員が有料制となっており、東京

は 2014 年から有料となる。 

 協議体によるレストラン支援の成果としては、2013 年ニューヨークレストランウィークを 2

週間開催したが、その間の売上は前年より 25％増加したことがある。また、韓食に対する現

地の人々の認知度調査では 2010 年は 9％であったが、2013 年には認知度が 50％に増加した。

本調査は毎年実施しており、電話によるアンケート調査と面接調査からなる。こうした結果

は、韓食の世界化と韓食レストラン協議体の事業の成果だと考えている。 

 また、韓食の世界化について当初消極的であったレストランも認知度等の上昇結果等から積

極的に変化した。例えば、ニューヨークの韓食レストラン協議体は 50 店舗からスタートした

が、現在は 80 店舗と 2 倍増近くまで増加した。 

 東京の協議体はあまり活発ではない。その背景としては、ヘイトスピーチ等の影響を受けて

閉店した店舗（大統領等）もあり、積極的とは言い難い。 

 

③韓食レストランの推薦制度 

 海外の韓食レストランの中から優れたレストランを選定し、それらレストランを冊子にまと

めて紹介し、各国の韓食レストランや韓国文化院広報部等の関係機関及び空港等に配布する

という事業である。2014 年は、東南アジア 4 カ国（インドネシア、マレーシア、ベトナム、

タイ）の首都を対象に、はじめに海外韓食レストランを 60 店抽出し、次いで 40 店に絞り込

み、これら 40 店を推薦レストランとする。これまでパリ、ロンドン等西ヨーロッパの諸都市

をはじめ、東京、中国の上海、北京、青島の韓食レストランを取り上げ、現地語で冊子を作

成し、各国の韓食レストランや韓国文化院広報部等の関係機関及び空港にも配布しており、

国内ではマスコミに提供している。 

 第 1 次選考では、メニューの 60％以上が韓食であること、営業年月が 3 年以上であること、

また規模（座席数）等の基準に合致している店舗が抽出される。 

 終選考に際しては、料理評論家、韓食に関する有名なブロガー等からなる審議会で審査し

て決定する。また、立地場所なども選定基準の 1 つである。例えば、日本の銀座と金町では

立地していることの意味が異なるように、ソウルの明洞の方が他の地位よりもランクが上位



 

面談・打ち合わせ記録(36) 

- 179 - 

（高得点）になる。 

 「審議会」での審査とは、現地の韓食レストラン協議体と国内の海外文化広報院や海外僑胞

財団等の機関が連携協力して行っている。しかし、今後は当財団自身で審査を実施すること

も考えている。 

 レストランの推薦制度の成果という点は、必ずしも見えるまでには至っていない。ただし、

この冊子があることでイベントや他の広報活動との組み合わせで付加価値が高まるという効

果が期待されている。一方で、推薦されなかったレストランからは、自店の掲載を求める声

も聞かれる。 

 

④韓食のブランド化 

 韓食のブランド化に関しては、特段の活動は行っていない。近年東南アジアでは韓流ブーム

が続いているが、こうした流れを受けて K ポップならぬ K フードのようなブームを作れたら

よい。 

 昨年観光公社が外国人旅行者を対象に調査を行ったとこめろ、韓国訪問の第 1 の理由はショ

ッピングであるが、2 番目に韓食がランクされた。このようにブランド化に関しては特段の

活動を行っていないにもかかわらず、海外の旅行者の関心を集めているので、今後こうした

ことも踏まえて、ブランド化戦略を行いたい。例えば、韓流とのコラボや、朴現政権の打ち

出している創造経済という面から、ブランド化を行えたらよい。 

 ブランド化とは直接関係はないが、韓国の 8 つの地域（道）について地域ごとに特色ある食

をドキュメンタリーにまとめ現在テレビ放映されているが、これが海外で放送されると、韓

流ドラマではないが似たような効果があると期待されている。このような広報活動について

は、例えば、現在英国で 30 分ものの韓食に関するコンテンツを 10 回にわたり放映している。 

 

⑤専門人材の育成 

 人材育成に関しては、aT は海外人材の育成を担当し、当財団では国内人材の育成を担当する

という役割分担となっている。 

 韓国には日本のような料理専門学校がないことから、大学を対象に人材育成を行っている。2

年制大学では、伝統的な韓国料理や韓食料理の基本に関する課程を設けて教育しており、4

年制大学では、よりハイレベルな課程を設けて教育を行っており、例えば、韓食と海外料理

とのコラボやそれによる韓食の世界化等の教育を行っている。現在、韓食の講座のある大学

は 12 校であるが、その内 2 年制大学 2 校に対しては 3 年間支援を実施しており、4 年制大学

3 校に対しても 3 年間支援を行っている。 

 支援の内容は、カリキュラムの作成を中心に、講師の募集、実習室の提供、卒業生の就職先

の斡旋等、多岐にわたる。卒業生の実績をみると、韓食への就職率が高いようにみえるが、

卒業生の男子は 2 年間の兵役を終えなければならないことから、 終的な就職状況が明らか

になるのは 2015 年を待たねばならない。 

 一方、既に韓食料理に携わっている経験者に関しては、特定の料理（例えば北朝鮮の料理等）

に特化して教育を行っている。 

 韓食課程への志願者数が支援をはじめた 3 年前と比較して 20％増加した。 

 今後の支援のあり方に関しては、現在支援に関する評価作業を行っており、評価結果を見つ

つ、支援校の増加も含め今後の支援のあり方について、専門家も交えて検討している段階で

ある。 
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⑥韓食の世界化の課題 

 人材育成に関しては、例えば 2 年制大学では韓食の伝統料理を重視しているために海外での

現地化（マッチング）を考えると難しい面があり、今後現地化に向けて海外料理とのコラボ

等、どのように教育していくか検討を要するところである。 

 味だけに着目すれば、現地化することは韓国料理の伝統を失うことになり問題であるが、逆

に伝統に固執すれば現地化、現地の人の口に合わなくなるという問題が起こることから伝統

的な味と現地化とをどのようなバランスさせるかは大きな課題である。 

 

３）韓国の食文化の特徴と変化 

①食文化の特徴 

 韓国の食文化の も大きな特徴は調和であり、例えば多様な味や調理法（焼く、煮る等）、色

彩等の調和である。また、韓食は創造的な献立であるという特徴を持つ。というのも西洋料

理はコース料理を特徴として料理が順番に供される。これに対して韓食は全ての料理を同時

に食卓に並べる（パンサンチャリム「膳ごしらえ」）ことから食事をする人の好みや味に対す

る創造性が発揮されることになる。こうしたことを踏まえて、韓食文化の創造性を広報もし

ている。 

 このように食というのは、シェフが調理をすることが 後ではなく、食事をする人が料理を

どのように食べるかということが 後である。だから料理は創造なのである。 

 また、例えばカクテキ（大根のキムチ）を例にとると、妊婦用にはかわいい赤ちゃんが生ま

れるように面をそろえて見た目も美しく作るが、高齢者用には形ではなく柔らかさを重視し

ていつくる。このように思いやりも食文化の大切な要素である。 

 

②食文化の変化 

 これまで韓国は家族中心の食文化であったが、近年は高齢化や単身世帯の増加により韓国の

食文化の伝統が、食文化が失われ、食の産業化に変わったようにみられる。 

 韓国の若いシェフが海外で学んだことを活かして韓食とコラボしたり、韓国の若者が海外で

現地の料理とコラボさせた料理を作るといった変もみられ、いわば料理のフュージョン化が

起こっている。 

 逆に海外の料理に変化をもたらしたこととして、韓国は発酵文化であるが、その代表である

ジャン（味噌）が海外のシェフに使われているということがある。これもフュージョン化の

１つといえる。 

 多様性の減少がみられる。かつては、家々で固有の味があり、キムチはその代表的な食物で

あった。しかし、近年は一人世帯や高齢化等で簡単に料理する調味料等が販売されて、画一

的な味に変化してきている。半面、伝統の味を守っている人々が脚光を浴びることが多くな

っている。 
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日時 2014 年 9 月 3 日（水）16 時 00 分～17 時 00 分 
訪問先 組織名 韓国農水産物流通公社（aT） 

面会者名 

Kim Seo-Ryon（外食振興課長） 
Ms. Yi Hewon（外食振興係長） 
Team Leader, Food Service Promotion Team, Food Industry 
Department, aT 

住所 aT Center, 27 Gangnamdaero, Seocho-Gu, Seoul 137-787 

電話 02-6300-1751 

E-mail  

参加者 夏目、富永 

主な議題 韓食の世界化等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  調査概要 

入手資料  組織概要 

 

１） 韓国水産物流公社（aT、以下 aT）の役割 

 韓食の世界化に関してかつては政策に沿って aT が事業全体を実行していたが、現在では韓

食財団と分担・連携して行っている。aT では特に海外人材の教育を担当している。 

 

２）韓食の世界化 

 aT が担当する教育事業には次の 3 つの事業がある。 

（ⅰ）海外韓食レストランの人材教育 

（ⅱ）ホテルのシェフの教育 

（ⅲ）海外大学への韓食講座の設置 

 

①海外韓食レストランの人材教育 

 海外の韓食レストランの従業者や経営者について、サービス教育や経営教育を 2010 年より

実施している。海外韓食レストランの人材育成の目的は、海外の韓食レストランの質の向上、

競争力の強化である。 

 教育実施国は、日本、中国、英国、フランス、米国等の 7 カ国（14 都市）であり、韓国から

講師がこれらの都市に派遣され、期間は 15 日～3 週間で行われる。受講者は 2200 人程度で

あった。 

 教育内容は、レストランサービス（ホールサービス等）から経営まで幅広いが、調理に関し

ては韓国料理である。2013 年は本事業に対して 10 億ウォンの助成を行った。 

 同事業の成果としては、海外の韓食レストランにおける料理名の統一がある。例えば、プル

コギと焼き肉がばらばらであったものをプルコギに統一した。また、海外の韓食レストラン

の調理師は 2 世、3 世であるため本国で韓食の調理法を学んだことがないこと等から、派遣

した講師から本物の韓食の調理法を学ぶことにより、韓食の質が向上している。また、料理

の歴史を学ぶことにより、韓食の本来の姿を学んでいる。 

 ただし、韓食の味に関しては、必ずしも韓国の味を押しつけるわけではない。というのも各

国には独自の味に関する個性があることから、地域の人々に受け入れられやすい味にするこ

とも重要である。そのため、韓国の伝統的な味と現地の味とのコラボし、現地化・アレンジ

することが多い。味の現地化はやむを得ない。 
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 海外でこうした教育を受けているのは韓国僑胞が主であるが、現地の人もいる。 

 

②ホテルのシェフの教育 

 韓国内のホテルのシェフを海外のホテルに派遣して、韓食の指導を行っている。韓国内の 3

～4 箇所のホテルで働いているシェフを、海外に展開している 15 程度のホテルに派遣して、

韓国料理を教えている。特に、チェーン展開しているホテルの場合は、海外の同じチェーン

のホテルに派遣することが多い。 

 同事業の目的は、韓食の高級化である。ホテルには高級なイメージがあることから、ホテル

から個々のレストランへと裾野が広げることである。 

 派遣は、15 日間であり、調理法はもとよりメニュー開発、メニューの販売まで行っている。

例えばプルコギについて、調理法からはじめ、メニューに載せて、どのように販売すればよ

いかまで教える。 

 この事業には 2013 年、2014 年それぞれ 3 億ウォンの助成を行っている。 

 

③海外大学への韓食講座の設置 

 韓国では、4 年制の大学でも調理学科という教育課程があることから、海外に関しても大学

に韓食の講座を設置する事業を行っている。同講座は主に調理に関する講座であり、調理理

論、調理実習からなるが、韓国の食文化、歴史等も含まれている。期間は 6 ヶ月間という短

期講座である。 

 対象となっているのは、米国ではドレクセル大学、中国の揚州大学、マレーシアの UCSI、

フィリピンの CC、タイの SDR 等である。日本は、服部料理学校が対象となっていたが、2012

年までである。 

 海外の大学の講師が韓国で 3 週間韓食を学び、帰国して各大学で教授する方法をとっている。

同事業は、2010 年かから実施されており、2013 年は 2 億 7,000 万ウォンの助成を行った。 

 

④韓食の世界化の課題と効果 

 持続性の維持が課題であると考えている。韓食の世界化に関する教育について、教育を受け

たときは熱心に取り組むがその後時間が経つにつれて、熱心さ等も薄れてしまうのではない

かと危惧している。 

 上記 3 つの事業の成果であるが、シェフの派遣事業は、新たなメニューの販売等、成果が目

に見える形で分かりやすいが、他の事業に関しては、モチベーションを上げる等、潜在的で

必ずしも目に見える形で成果が現れるわけではない。 

 

３）韓食の食文化 

①食文化の特徴 

 1 つはスローフードである。イタリアのスローフードではなく、韓国料理は例えばキムチの

ように時間を掛けるという意味で、スローフードである。スローフードにもつながるが、発

酵食品が特徴である。 

 更に、食べ方の点で、食の作法として学ばなければならないものがある。例えば、日本では

器を持って食べるが、韓国では器を持ってはいけないことや、また、目上の人が箸を付けて

からでないと目下の者は箸を付けられない等である。かつては男女別に食事をしたが、現在

ではそうしたことなく、家族が一緒に食事をする。 
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②食文化の変化 

 共働きが増える中で、かつては調理済みの総菜を買って家族で食べていたが、 近ではレシ

ピに沿った食材は揃っている（配達等）が、調理は家庭で行って食べるということがトレン

ドとなってきている。また、一人世帯が多くなるなど、世帯規模が小さくなっていることか

ら、食品のパッケージの量が昔よりも少なくなってきている。 

 味についても、留学等で海外の味に慣れるなどして、変化してきているのではないか。また、

家でスパゲティやハンバーグを作るといった家庭が若い世代では出てきている。 

 

４）日本食の浸透 

 かつては日本食はおせち料理等、高級な料理であったが、近年ではラーメンやとんかつ、ど

んぶり等、一般的なメニューが増えている。一般の韓国の人が日本に旅行に行って普通の日

本食を体験したことから、韓国でも普通の日本食が食べられるようになった。 
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日時 2014 年 9 月 3 日（水）13 時 00 分～14 時 00 分 
訪問先 組織名 JETRO ソウル 

面会者名 
大澤 淳 チーム長 
総務チーム 

住所 
3rd Floor, Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-ro, Chongro-ku, 
Seoul 

電話 02-739-8657 

E-mail  

参加者 夏目、富永 

主な議題 韓食の世界化等 
まとめ 
（合意・依頼・要検討事項）

――― 

資料 
配付資料  調査概要 

入手資料  韓国の農林水産・食品市場、その他 

 

１）2013 年の韓国への農林水産物の輸出動向 

 も多いのは加工食品であり、農産物が 7 割近くを占めるが、水産物に関しては原発事故以

来未だに減少している。酒類については、ビールが近年急増している一方、焼酎も全体量は

少ないものの伸び率が高まっている。これに対して、清酒は微増にとどまっている。 

 また、韓国の日本の農林水産物の輸出先としては第 5 位であり、酒類の輸出先としては第 2

位にある。一方、他のアジア諸国に比べて生鮮果実が少ないが、これは韓国の気候が日本と

似ており日本の優位性が高くないことに加え、そもそもリンゴ、梨、ビワ、桃等の果実は輸

入禁止品目となっているためである。 

 

２）原発事故後の輸入規制 

 2011 年の原発事故以来輸入規制が続いており、規制はむしろ強化されている（2013 年に福

島、茨城、群馬、宮城、岩手、栃木、千葉、青森の 8 県からの水産物の輸入は全面禁止）。 

 水産物以外では、福島に近い 13 都県からの輸入に関しては、日本政府が発給した放射能関連

証明書の提出が義務づけられている。また、13 都県以外に関しては、日本政府が発給した生

産地証明書の提出が義務づけられている。 

 

３）韓国の消費者の特徴 

 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。高価なものは高級品

として評価されるが、中途半端な価格のものは受け入れられない。また、接待文化が色濃く、

日本食の料亭等がよく利用される。 

 ソウルと地方の所得差や食に関する知識差が大きく、ソウルでは食に敏感で海外の食品を受

け入れやすいが、地方ではまだなかなか受け入れられない面がある。 

 意外な感じを受けるかもしれないが、日本の食品をそのまま持ち込むと韓国の人は塩辛いと

いう反応を示すことが多く、外食店でも塩味等を調整している店舗が多い。 

 物流において卵は、常温で運送保管されることが多いことから、韓国の人は生卵を食べるこ

とをしない。こうした点で例えば、生卵を溶いて食べるすき焼き等は、韓国での受け入れら

れにくいのではないか。 
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４）日本食の普及状況 

 韓国から日本へは毎年 200 万人以上の渡航者（2013 年は 246 万人）が訪れていることから、

日本食が普及している。特に、近年 well being（健康志向）が流行しいることとあわせて、

韓国人は日本よりも健康志向が強いことから、女性を中心に低アルコール嗜好が強くなって

おり、こうしたことを背景に焼酎よりも低アルコールである日本酒が普及しつつある。 

 寿司、とんかつ、おでんはもはや現地語化しており、一般的に定着している。定着という点

では、日本式のカレーやおにぎりも定着しつつあり、例えば COCO 一番も好調である。近年

は、日本式ラーメン（韓国ラーメンは即席麺）、丼ものがブームであり、日本資本（一風堂等）、

韓国資本（博多ラーメン等）ともにある。 

 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、韓国資本のフランチ

ャイズ（アサカン、warawara 等）が拡大し、その後日本資本のフランチャイズ（笑笑、和

民等）が進出した。これら日本式居酒屋の主な客層は 20 代～30 代の若者層である。 

 JETRO による 2012 年のアンケート調査では、韓国の人が も好きな外国料理は日本料理と

回答し、日本食品の購入時の重視点は味の良さ、安全性、経済性等となっている。逆に購入

されない理由としては、価格が高い、購入場所が限られている、安全でない等となっている。

韓国の消費者は価格には非常に厳しい。 

 

５）韓国の流通構造の特徴 

 流通に限らないが、韓国では財閥系による市場の寡占状況が特徴である。食品メーカーでも

大手 3 社（CJ、オットゥギ、プルムオ等）が占めている。小売でもロッテグループ、新世界

グループ、現代百貨店等の寡占状況である。物流に関しても大手食品メーカーが物流センタ

ーを構え、直接小売に配送している。したがって卸業は発達していない。 

 

６）韓国での日本食品の流通先 

 一般消費者向けでは、百貨店（ロッテ、現代、新世界等）、ディスカウント的なマート（大型

スーパー）、中小型のスーパーマーケット、コンビニ、オンラインショッピング、テレビショ

ッピング、日本食材専門店（モノマート等）である。この内マートは、一般消費者が も利

用する小売店であり、ボリュームゾーンであり、味噌、カレー、菓子等の加工食品やビール

等の飲料を含め、日本の食品も販売している。コンビニでは日本の食品はほとんど扱ってい

ない。韓国では、ネットショッピングが盛んであり、無店舗販売が店舗販売を上回る。 

 震災での放射能汚染について韓国の消費者が敏感に反応することから、韓国の百貨店では自

主的に日本の食材を販売しないようにしているのが現状である。その背景として、2013 年の

夏に発生した汚染水の流出について韓国では大きく報道されたこと、また日本の海域と韓国

の海域が近いことに加え風評等も加わり、韓国の消費者が強い懸念を示したことがある。水

産物は、日本とともに韓国の水産物の売れなくなり、売り場から人が消えた状態となった。

こうしたことから、韓国政府による規制強化が行われた。 

 日本食材専門店もあり、かつては一般消費者向けが中心であったが、原発事故以来業務用（レ

ストラン、居酒屋等）にシフトしており、おでんの具になる練り物、醤油、ソース等の調味

料類が中心となっている。日本食材に関しては買い控えが続いているが、日本食レストラン

や日本式居酒屋に関しては、原発後数ヶ月で元の売上水準に戻っており、現状では原発の影

響は見られない。したがって業務用についても原発による大きなダメージは受けていない。 

 

７）日本食品輸入業者 

 主な日本食輸入業者は、モノリンク、マクロ通商、サムギョプラザ等であり、モノリンクは、
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全国に販路を持つ業務用食材に圧倒的強みを持ち、主に日本式居酒屋に販売している。一方、

マクロ通商、サムギョプラザは、ナショナルブランドを中心に主に百貨店に販売している。

日本の流通業者は、小売も含めて入っていないが、その点からも日本食品販売の受け皿がな

い。韓国の財閥系、大手が押さえており、参入する余地が乏しい。 

 日本酒の輸入業者は、全日本種類、日本酒コリア、日本 SAKE が主な業者であるが、近年小

規模の日本酒輸入業者も増えている。韓国に入っている日本酒のほとんどは 900 ミリ程度の

紙パック酒である。これは価格面での問題からであり、関税、酒税、付加価値税等の税金に

加え、流通コスト等を積み上げると、例えば 900 ミリのパック酒が小売で 3,000 円程度と高

額（日本の 3～4 倍）であり、居酒屋やレストラン等では 6 倍～10 倍程度まで跳ね上がる。

こうした高価格が日本酒の販売・普及を難しくしている。一方、若者の間では新しい商品が

求められることから、芋焼酎等も増えてきている。 
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Ⅲ．その他 

 

１．海外食卓実態調査の要点整理 

 

 本調査に先行して、別途、農林水産省委託によるアメリカ、フランス、タイ、日本の４か

国に於ける食卓実態調査（『日本食・食文化魅力発信プロジェクト』首脳外交等と連携した官

民合同による市場の新規開拓事業（食卓調査）：平成 26 年 3 月）が行われている。本報告書

のとりまとめに当っては、消費者の食生活意識・行動の状況も十分考慮し、この食卓から見

た海外の現状分析結果から窺われる各国の食文化事情も勘案した。以下、本報告書との関連

で重要と思われるフランス、タイに関する「食卓調査」からのポイントを整理した。 
 

（１）フランス、タイの食意識・行動の特徴 

 フランスの消費者に特徴的なことは、「自国の食文化」に強いこだわりを持ち、「地産・

地消、自然から採れた食材、生産者の顔が見えること」を大切にする。その点にも関連し、

食品の購入は「スーパーでなく個人商店」が好まれている。イスラム教徒、ユダヤ教徒な

どの人種的な多様性も食品選択に大きな影響を与えている。 
 タイでは「グルメ指向」が高まっており、レストランは雰囲気・外観よりも「美味しさ」

が重視されている。外食店では、健康食としての「日本食ブーム」が起きている。また、

ファーストフードも増加しており、「ピザハット」「KFC」「ミスタードーナツ」などが人気

になっている。仏教徒が圧倒的に多いので、フランスの場合のような食のタブーの影響は

少ない。 
 

（２）食生活での日常の注意点 

 総じて「野菜をできるだけ多く摂る」「朝食を抜かない」「栄養バランスや品目数」「安全

な食材」なとが重視されているが、フランスでは「野菜をできるだけ多く摂る」「食事はで

きるだけ手作りする」などが目立って多い。タイでは注意していることを揚げる人は概し

て少ない。 
 

（３）家庭での調理と市販惣菜等の利用状況 

 フランス人の夕食の外食頻度は、調査対象４か国の中では も少なく、逆に夕食の手作

り頻度は日本よりも多いくらいで、家族との内食重視の姿勢がみられる。調理にかける時

間は非常に少ないが、「調理済みの惣菜」「冷凍食品」「レトルト食品」の利用頻度は著しく

少なく、素材からの手作り志向が強い。 
 タイでは逆に、外食志向の高さとともに、自宅での調理も「調理済の惣菜」の利用が際

立って多い。簡便食品の利用が多いが、「レトルト食品」はほとんど利用されていない。フ

ランスにおける生鮮志向とは違って、タイにおけるレトルト食品の低い利用率には「価格」

が壁となっている。 
 

（４）食材の購入店舗選択 

 各国とも食材の購入は「スーパー」が多いが、フランスとタイでは「市場」の比重も大

きい。前述の食意識・行動の特徴での、顔の見える食品を重視するフランス、多頻度利用

と価格重視のタイとの、動機の背景はやや異なる。 
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（５）外食店の選択 

 フランスの内食志向、タイの外食志向の際立った特徴は先述のとおりである。１回当た

りの外食費も、調査対象４か国でフランスが も高く、タイは も低い。外食での飲食メ

ニューは、それぞれ自国の料理は別として、日本料理の人気が高い。そして、夕食で「食

べてみたい料理」では、日本料理への関心はさらに高く、特にフランスにおける日本料理

志向が窺われる。 
 外食店の選択にあたっての重視点は、「味」「価格」「近さ・交通」「接客態度」などが上

位に上げられている。 
 

（６）日本食レストラン 

 フランスに日本食レストランは約 1,000 軒程度あるといわれている。しかし、その大半

はアジア人経営によるもので、日本人経営は１割にとどまる。フランスでは「焼きとり」

と「寿司」がメジャーな日本食となっている。 
 タイでの日本食レストランのブームは「OISHI EXPRESS」が始まりで、「FUJI」「大戸

屋」「やよい軒」「８番ラーメン」「家族亭」などが人気を博している。従来から家庭ではあ

まり料理をせずに外食が多く、都市部の健康志向、清潔志向の高まりからレストランの利

用意向はさらに高まりつつある。 
 

（７）日本食のイメージ 

 日本食のイメージは、「美味しい」「ヘルシー、健康に良い」「盛り付けや見た目が良い」

「器や皿が美しい」「安全性が高い」「調理の技術力の高さ」などが、７割以上の人が上げ

ている。おいしい、健康、安全などと並んで、盛り付け、器の美しさ、調理技術など、文

化的な側面が大きく評価されている点は注視したい。 
 認知度の高いメニューは、「寿司」「天ぷら、天丼」「刺身」「味噌汁」「ラーメン」「おに

ぎり」「焼きそば」「しゃぶしゃぶ」「カレーライス」「焼き鳥」などで、いずれも５割以上

の人が上げている。認知度の低いものは「肉じゃが」「精進料理」「釜飯、炊き込みご飯」「懐

石料理」「おせち料理」など。 
 

（８）日本食・日本食材の利用 

 日本食を「食べたことがない人」は、アメリカ、フランスともに３人に１人程度。「手作

りして食べたことがある人」は、アメリカは４割位を占めるが、フランスは３人に１人、

タイではほとんどいなかった。「（手作りはないが）スーパー等の惣菜を買って食べた」と

いう人は、フランスで４人に１人いた。スーパー等の惣菜だけでなく、実際に手作りした

ことのある人が結構多い点は注視される。 
 
－作り方のノウハウ、食材の入手がネック－ 
 「日本食を家庭で食べたことがない」人の、その理由を複数回答で聞いた結果を海外３

か国平均でみると、９割の人が「作り方がわからない」を上げ、半数強の人は「食材や調

味料が入手しにくい」と答えている。これらは「食材や調味料の値段が高い」という理由

をはるかに上回っている。 
 「手作りする場合のネックとなること」をフランスについてみると、７割の人が「作り

方がわからない」、５割の人が「食材や調味料が入手しにくい」」となっており、レシピの

広報活動、身近な店舗での食材や調味料の入手環境づくりの必要性が浮かび上がる。 
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－生鮮食品での日本食品入手－ 
 日本食や日本の食材を取り入れる場合、生鮮、冷凍、調理済の３区分で「望ましい食品

の形態」を聞いた結果、各国全体平均では、魚介類、野菜類、果物類、肉類のいずれのカ

テゴリーでも「生鮮」を希望する声が大きい。 
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２．海外レストラン認証制度比較 

 

（１）韓国、韓食財団による海外韓食レストラン推薦制度 
項  目 内     容 

実施国 韓国 

名  称 韓食レストラン推薦制度 

実施主体 韓食財団 

概  要 海外の韓食レストランの中から優れたレストランを選定し、それらレ

ストランを冊子にまとめて紹介し、各国の韓食レストランや韓国文化

院広報部等の関係機関及び空港等に配布するという事業である 

国費の投入 農林畜産食品部の予算 

選択基準 第 1 次選考 

・3 年以上の営業期間を有すること 

・メニューの 60％以上が韓食であること 

・座席数 

・立地（都心商業地、地方都市等） 等 

終選考 

・料理評論家、韓食に関する有名ブロガー等からなる審議会で審査。

審査主体 第 1 次選考 

・海外の韓食レストラン協議体、国内の文化広報院、海外僑胞財団等

からなる審議会 

終選考 

・料理評論家、韓食に関する有名ブロガー等からなる審議会 

審査過程 ・第 1 次選考と 終選考からなり、第 1 次選考では 60 店舗程度を選

択し、 終選考で 40 店舗程度に絞り込む。 

実  績 ・パリ、ロンドン等西ヨーロッパの諸都市、東京、中国の上海、北京、

青島及び、東南アジア 4 カ国（インドネシア、マレーシア、タイ、

ベトナム）の韓食レストラン 

効  果 ・本冊子単独での成果は明確ではないが、イベント等の事業と組み合

わせることで、イベント事業の付加価値を期待している。 
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（２）タイ、DITP によるタイ・セレクト（レストラン認証）制度 

項  目 内     容 

実施国 タイ 

名  称 タイ・セレクト 

実施主体 商務省国際貿易振興局（ Department of International Trade 
Promotion: DITP） 

概  要 タイ・セレクトは、タイ国内外のタイ料理レストランで、本物のタ

イ料理を提供しているレストランであることを、タイ国政府国際貿易

振興局（Department of International Trade Promotion: DITP）が認

定する制度である。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つの認定制度がある。 

国費の投入 商務省国際貿易振興局の予算 

選択基準 ・タイ・セレクト申請以前に、6 ヶ月以上営業していること。 

・少なくともメニューの 60％が本物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。 

・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。 

審査主体 タイ国輸出促進局代表する委員からなる検討委員会 

審査過程 ・申請書の作成 

・ 寄りのタイ貿易センターまたはタイ国輸出促進局（DEP）の支部

への提出 

・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。 

・審査結果は検討委員会に付される。 

・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。 

・DEP 長官は、当該レストランに認定を与える。 

・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定

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。 

実  績 ・2013 年における海外のタイ・セレクトレストランの認定数は 1550
件、日本は 100 件。 

効  果 ・タイ・セレクトレストランの認定数は過去 2 年間で 1200 件（2012
年）から 1550 件（2013 年）に増加。 

・タイの調味料やカレーペースト等のタイ料理の調理に不可欠な加工

食品（エビ等の食材一般ではなく）の輸出増加率が過去 3 年ほどは

10％前後に高まっている。 
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（３）イタリア、商工会議所等によるイタリアホスピタリティ国際認証マーク（レス

トラン認証）制度 

 

項  目 内     容 

実施国 イタリア 

名  称 イタリアホスピタリティ国際認証マーク（MOI） 

実施主体 UNIONCAMERE（伊商工会議所連合）及び ISNART（伊国立観光リ

サーチ研究所） 

概  要 MOI はイタリア本国と同様の質の高いサービスと料理を提供するイ

タリアレストランを世界的に普及させるため、ISNART（伊国立観光

リサーチ研究所）と UNIONCAMERE（伊商工会議所連合）で企画さ

れた認証プロジェクトである。現在、世界 48 ヶ国で認定が行われてお

り、日本では在日イタリア商工会議所（ICCJ）が公式審査機関として

2011 年から展開している。 

国費の投入 ISNART（伊国立観光リサーチ研究所）及び UNIONCAMERE（伊商

工会議所連合会）の予算 

選択基準 審査の主なポイントは、①イタリアのアイデンティティーとホスピタ

リティがどの程度あるか、②店の特徴、③キッチン、④メニュー、⑤

料理、⑥ワインリスト、⑦エクストラバージンオリーブオイルの使用、

⑧経験、⑨DOP および IGT（イタリアの原産地呼称）製品の使用 な

ど。 

審査主体 ・評価委員会（主要関連機関・団体の専門家等で構成される技術機関）

・調整委員会（UNIONCAMERE が議長を務め、関連省庁、団体の代

表者及び評価委員会委員長より構成。本制度の統治機関） 

審査過程 ・UNIONCAMERE は世界 59 ヵ国に拠点があり、MOI の情報提供、

申請手続き、店鋪写真、シェフとの面接などの活動を行う。日本で

は、ICCJ が日本における認定プロジェクトの申請受付窓口、普及、

促進、認証マークの授与、手続きと情報提供を行う。 

実  績 ・これまで世界各地で 2,520 軒の申請があり 1,594 軒が認定。アジア

では 290 軒が認定され、日本は 2011～2013 年までで 66 軒が認定

（11 年 28 軒、12 年 23 軒、13 年 15 軒）。2013 年は東京・西麻布

の「Al Porto」ほか 21 軒が申請し 15 軒が認定。大陸ごとに表彰が

あり、2013 年アジアではドバイのイタリアレストランが受賞。 

効  果 ・認証を受けると店鋪に掲げる認証プレートの使用や認定書が授与さ

れる。公式ホームページでの掲載に加え、ガンベロロッソガイド、

イタリア料理店を紹介した iPhone 等の携帯アプリにも掲載され、

レシピや料理名からレストラン名を逆引きできる。 

 


