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第 2回海外日本食レストラン認証有識者会議議事録 

 
○日 時： 平成 19年 2月 1日（木） 15時～17時 
○場 所： 農林水産省 第 2特別会議室 
○出席者： 別紙参照 
 
1 開 会 
 
【小倉座長】それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。今日は第 1回に
ご出席いただかなかった委員の方もいらっしゃいますので、小倉でございますが、座長と

してよろしくお願いいたします。今日はお忙しいところ皆さんにお集まりいただき、お礼

を申し上げたいと思います。 
本日は、第 1回目の議論を整理した論点整理のペーパーがございますが、それに基づい
てご議論いただくわけですが、きょうはご専門の方、ご関係の方からのヒアリングと申し

ますか、この有識者会議のメンバー以外の方のご意見を承るチャンスをつくっていただい

ておりますので、ぜひご意見を承りたいと思います。 
 
2 山本農林水産副大臣挨拶 
 
【小倉座長】まず、会議の開会に当たりまして、山本農林水産副大臣から一言お願いいた

します。 
【山本農林水産副大臣】きょうは、第 2回海外日本食レストラン有識者会議を開催いただ
きましてありがとうございます。この会議の発端は農林水産省でありますが、中身のこと

は座長を中心にしかるべき結論をいただきたいと思っております。きょうは海外の事情に

お詳しい有名なご 3方においでいただき、我々としてもしっかりと受け止めさせていただ
きたいと考えております。 
何にせよ、ご案内のとおり内外のマスコミから賛成・反対のいろいろな意見または一般

の人からも賛成・反対、いろいろな意見、またアイデア、非常に関心が深いテーマである

ことは間違いないわけでありますので、しっかりと、さすが小倉座長での有識者会議の結

論であるということを期待いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本

日は、ありがとうございました。 
【小倉座長】山本副大臣、ありがとうございました。 
次に、事務局から資料のご説明をお願いいたします。 
【櫻庭食品産業振興課長】食品産業振興課長の櫻庭でございます。どうか、よろしくお願

いいたします。 
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委員の皆様からゆっくりとご議論したいというお話もございましたので、資料の説明は

簡単にさせていただきたいと思いますのでお許しいただきたいと思います。まず資料 1で
すが、前回 11 月に行なわれた第 1 回の会議において委員の皆様からご要求のあった資料
でございます。 

1 ページは日本における食品衛生基準の概要ということで、食品衛生法の体系、並びに
食品等事業者が実施すべき管理運営に対するガイドラインです。 

4ページですが、日本における調理師制度の概要ということで、調理師法は昭和 33年制
定の法律ですが、現在、都道府県知事が与えている調理師免許は累計で 333万人という形
になっておりまして、それに 8年以上実務経験等を積んだ方が一定の試験を受けられた専
門調理師が 2万 8,000人いらっしゃるということであります。 

6 ページですが、主要都市・地域における衛生基準等ということで、衛生基準関係と調
理師関係について海外 20都市についてざっくりと調べさせていただきました。 

13ページですが、農林水産物等の輸出の現状です。平成 17年 3,310億円になっていま
すが、昨日 18年の数字が昨日公表されまして、3,741億円ということです。 

16ページですが、海外に輸出するときのいろいろな認証といったものがあるかどうかと
いうご要求がありましたが、例として日本酒の産地ブランドということで「白山菊酒」、右

のほうに認証マークがあります。 
17ページの適正農業規範（ＧＡＰ）ですが、有名なヨーロッパのＥＵＲＰＧＡＰ（ユー
レップギャップ）というものをここで紹介しております。 

18ページですが、対米輸出水産食品ＨＡＣＣＰの認定の取組の紹介です。 
19 ページですが、輸出促進のロゴマーク等ということで、農林水産省の「おいしい」、

福岡県の「まる福マーク」という形でご紹介させていただきます。 
続いて資料 2 ですが、第１回有識者会議の議論と、その後 63 個人・団体に私どもが出
向いてお話を伺った意見、それからメールボックスに届いた約 200通のメール。メールボ
ックスは英文欄もありましたので、海外の方からもかなりの数が来ています。その内容を

整理させていただいたのが資料 2です。 
まず 1ページ目の取組の目的ですが、今回の目的をどのように位置付けるかというポイ
ントですが、日本の食の知識を広めることによって日本文化に関心を持ってもらうこと。

あるいは、輸出促進・輸出拡大を中心に考えるべきではないか。衛生管理の向上を図るこ

とを目的に位置づけるべきではないかというご意見がありました。 
2 ページ、取組の主体ですが、政府がこの取組を積極的に進めるべきという意見があり
ましたが、行政が前面に立って実施することに対する反対意見等が数多くございました。

その場合、民間が自己財源で実施できる仕組みを構築する必要があるという意見がありま

した。 
3 ページは推進主体ですが、日本国内で統一的な基準の策定などを行なう必要があるも
のの各都市において実態に応じた実行組織が必要ではないか。申請という方式を原則にし
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つつ推薦という形もあったほうがいいのではないか。あるいは、きちんと判別できるよう

なラベルの交付が必要ではないかという意見がありました。 
4 ページですが、現地の食と融合した取扱いということで、世界的にブームになってい
る日本食の普及を妨げないようにすべきではないか。それから、世界各国では現地と融合

した幅広い日本食があるので、その実態を踏まえるべきではないか。一方において、日本

食の定義をきちんと置いて厳格に運用すべきではないかというご意見もありました。また、

日本の調理人等が必要である、人種・国籍に関わる条件は一切付けるべきではないという

意見が多くございました。 
5 ページですが、取組の重点をどこに置くかというので、努力をしている店の推奨や日
本食の普及に重点を置くべきなどの意見がありました。 
私どもにいろいろな問い合わせもありまして、6ページに言葉の意味合いということで、
認可、認定、認証、登録、推奨、奨励、振興、普及という形で整理させていただきました

が、上のほうがどちらかというと行政的なイメージが強いというような整理をさせていた

だきました。 
7 ページは取組の対象ですが、店舗単位、調理人あるいはメニューという 3 つのカテゴ

リーの意見がありました。 
8 ページ、衛生管理の基準はきちんとされるべきではないか。日本の衛生基準に準拠し
たものにすべきではないかという意見がありましたが、日本において、既に現地において

衛生基準があるものに、さらに上乗せの基準をつけられるかどうかは疑問である。いずれ

にしても、海外でのそういった講習の機会を設定すべきではないかというご意見がありま

した。 
9 ページは調理技術の基準ですが、日本食に関する一定基準の知識と経験を有した調理
人を置くこと。これを必須の要件とすべきではないかという意見がありました。その内容

としては日本の資格の保有、あるいは日本での研修。現地の日本食レストランの調理経験

という形の意見が見られました。また、これらに関連して海外での調理技術の講習の機会

を設定すべきできないかというご意見がありました。 
10ページは食材の基準ですが、輸出促進との関連で、日本産の食材の使用につながるよ
うな要件設定が必要ではないかと意見がありました。一方で、海外で基本的な食材、ある

いは調味料などを調達できる、日本の食材は高い、日本の食材の使用は基準となり得ない

という意見が多くありました。また、基礎的な食材である米や調味料について何らかの基

準を設けたらどうかという意見もありました。 
11ページは接客サービス、器、この基準をどうするかということで、接客サービス、日
本の食文化に精通したスタッフを基準に含めるべきではないかという意見がありました。

それから、日本語による挨拶やメニュー表示は基準に必要という意見がありましたが、一

方では不要であるという意見もありました。 
12ページは情報発信、対象となる日本食店の具体的な役割についてということで、やは
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り情報発信の場としてとらえたらどうか。あるいはガイドブックの作成等による広報活動、

この普及の取組にこういうものが必要ではないかという意見もありました。 
13ページ、その他の課題として羅列しておりますが、日本産の食材を使いたくても検疫
等の問題で制度的に輸入できない。輸出促進策でこれらを解決すべきではないかという意

見。2つ目は 、現地で日本食の調理人の需要が高まっているにもかかわらず、日本人の調
理師が就労ビザや滞在許可をもらえない。やはり、日本政府は調理師の海外での就労につ

いて改善を求めていくべきではないかという意見。 
最後になりますが、逆に海外の調理人が日本食の研修のために来日しようとしても、現

在の日本の制度では料理学校には就学できるけれども、料亭等、レストランに住み込みで

研修することはできない。日本にもワーキングホリデーのような制度が欲しいという意見

がございました。私の方からは、以上でございます。 
【小倉座長】ありがとうございました。大変詳細かつ、きちんと整理された資料をいただ

きましてありがとうございます。この資料についてはいろいろご質問ないし、この資料そ

のものの中身についてコメントのある委員の方もいらっしゃると思いますが、今日はわざ

わざ専門家の方にお越しいただいておりますので、まず 3名の方をご紹介させていただい
てご意見を承りたいと思います。 
 
3ヒアリング 
 
【小倉座長】まず、ＪＥＴＲＯパリセンターの所長の中井毅様、学校法人服部学園理事長

の服部幸應様、全国すし商生活衛生同業組合連合会副会長兼専務理事の山縣正様。本日は

お 3名の方にはお忙しいところをわざわざおいでいただきまして、ありがとうございます。 
それでは、皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い

いたします。あいうえお順にお願いしたいと思いますが、時間の都合上 10 分程度でお願
いいたしまして、後ほど質疑応答をよろしくお願いいたします。まず、中井ＪＥＴＲＯパ

リセンター所長からお願いできればと思います。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】それでは 、私のほうから説明させていただきます。
アラン・コアンさんが日本食レストラン価値向上委員会の委員長でおられますが、なかな

か日本への出張は難しいので代わりに私が代理で参りました。 
資料は、「フランスで進められている試みについて」、これを見ながらご説明したいと思

います。まず 2ページですが、推奨制度の概要。これについてはちょっと復習になります
が、横紙の資料の後ろにホームページに出ている「日本食レストラン推奨制度」というの

が後ろに付いているので、それについて簡単にご説明いたします。 
まず目的ですが、1 つは一般のフランスの消費者に対する道しるべ、正統的、オーソド
ックスあるいは伝統的な日本料理を食べられますよという道しるべとして普及させよう。

あとは、消費者に何を食べても消費者に判断してもらう。その前提として、「そこに行けば
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わかりますよ」というねらいです。2 つ目が、そういうものを提供されている日本食の料
理人の方々に励みにしていただき、チャレンジする機会を提供しよう。3 番目が、日本食
材、ジャパンブランドの輸出促進。この 3つを目標にしております。それで客観性、公平
性、透明性をとにかく大事にしようということ。それから、これはあくまで試行的、試験

的なことで、いろいろな方の意見を聞きながら変えていこうということでございます。 
4 番目の手続ですが、どなたでも申請ができます。もちろん、国籍に関係なくあらゆる
方が申請できます。それから、こちらから調べに行くことがあります。委員会が審査の基

準を作ります。それを受けて、委員会が指名する 2人、全部で十数人おりますが、そのう
ちの 2人が 1つのレストランを覆面で訪問して点数を付けます。そして 50点満点中 7割
以上、35点を取ると自動的に推奨後の対象になるということです。 
後ろに「別紙 1」がありますが、推奨を受けるための基準です。もちろん、委員会で今
年の春、大議論があったわけですが、大体店舗の感じ、雰囲気とか、その中の様式の関係

が 1 つ。2 番目として衛生・安全面、これはフランス当局が責任を持つわけですから、そ
れを前提にしてさらに清掃されているかどうかの点。3 番目がスタッフ、特に料理人につ
いては調理師免許か、相当期間どこかでしかるべき修行を受けられているかどうかを前提

条件にしています。その他、サービス、接客態度等々。４番目として、メニューについて

はやはり日本食としての質や多様性を尊重しています。5 番目として食材／味覚／視覚と
いうことで、食材、米、調味料、酒類等々、さらにはプレゼンテーションということで項

目を立てています。 
この中で、1 つは創作性のところでだいぶ議論がありました。結局、この委員会ではい
ろいろな議論がありましたが、ただ 4-3のメニューの創作性、5-6の味覚の総意工夫、5-7
のプレゼンテーションの総意工夫、そういうことで、かなり現地の個性に合った創作性と

いうことを認めていこうということで点数が加点されるようになっています。 
それからお米、調味類、酒類等々、日本産だけにするとどうしても現地で高かったり、

物が入らなかったりしますから、そこは同等の品質と認められるものということもこの基

準の中では認めているということが、この基準の議論のポイントでした。 
次の「別紙 2」、この委員会ですが、アラン・コアンさんは元東京のフランス商工会議所
の会長で、ロールプランという化学会社の取締役をやられて、いまはリタイアされてヴィ

レット＝アントルブリースというパリにある科学都市の事務局長をやっておられて、双方

の国に大変お詳しい方です。その方がリーダーシップを取った委員長で、その下にフラン

スから輸出をやっていらっしゃる秋山利明さん、事務局長としてこの分野にお詳しい遠藤

カホリさんがなられています。正委員が全部で 11 名、このうち委員長を含めて 4 人がフ
ランス人です。ですから、日仏合同の委員です。この他、オブザーバーには日本大使館、

パリ日本文化財団に入っていただき、幅広い議論をしております。 
 それで、先ほどの資料に戻って 3ページです。どんな議論がこの委員会でなされたか

というポイントを少し整頓して書いています。第 1に、制度の実施主体である本委員会は
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現地の両国民間有識者のイニシアティブでつくられ、現在はいわば協会（ＮＰＯ）として

自立的発展を進めています。したがって、ここが主体であるということです 。 
2 番目は、もちろん国籍などは一切問わないでオープンに誰でもできる。むしろ、目的
は選別ではなくて裾野を広げ、レベルアップをすること。 

3 番目は、委員長を含め 4 人がフランス人である。したがって、日本の視点のみならず
フランスの消費者などの国際的視点からの議論を図るということも考えています。それか

ら、委員の中にはとにかく当初から日本レストランの利害関係人は入れないようにしよう

ということが委員の方々の考え方でありました。 
4 番目が、正しいか正しくないかという言葉は使わないということがかなり強調されま
した。あくまで伝統的、オーソドックスな日本料理の道しるべということです。 

5 番目、ラベル認定、これはフランスではきちんとした法律でありますが、これではな
い。こういうしっかりした強制力のあるものではなくて、むしろ、ここに行けばそれが食

べられるというお勧め、推奨マークの商標にしようということです。 
6 番目、審査の方法は、そもそもこの制度は民間でやるのは格付け、ミシェランなんか
のものとは違いますが、フランスにおいては名前を公表しないで覆面の複数の調査員によ

る審査が広く民間で行き渡っており、それが比較的この国のこういう場合には馴染みやす

い。中立的に受け取れられるということで、そういう方法を取ることにしました。 
次のページですが、審査結果は個人情報管理に非常に留意するとともに、個別レストラ

ンからの問い合わせがあれば、参考として、どうして入った・入らなかったかを説明して、

そこを変えていただければ再度挑戦ができるということです。 
基準については説明したので省きます。 
ガイドブックは、今回無料で配布しております。ただ、これは委員会のホームページが

ありまして、そのホームページを使って誰でも無料でダウンロードができます。 
それから 2週間前に発表しましたが、調査していないレストランがあれば早期に推薦し

てくれということで、それに値するレストランがまだありますので、早期に対応中です。 
確認ですか、ＪＥＴＲＯパリセンターは個別審査には一切関係していません。これは委

員会が実施主体であり、民間の要望にあくまでもスタートアップ時を中心とした事務的支

援ということで協力させていただいているという状況です。 
それからアンケートの結果ということで、今回の発表についてのいろいろな反響をまと

めています。まず、この推奨マーク、箸に女性の手が乗って、その先に桜のマークがあり

ますが、これについてはたくさん意見をいただきました。特に、まずは箸の持ち方の中指

の位置がおかしいとか、日本の箸はもっと短いし、先に行くともっと狭くなる。あるいは、

色は紫がいい、桜を置きなさいという、かなりいろいろな意見をいただきました。一応こ

れがコンセンサスになりまして、こういう形になっています。それから、いただいたメー

ルの中には、特にフランス人の消費者からたくさんのメールをいただきましたが、オーソ

ドックスで伝統的日本食レストランが減少するのではないかという危惧を抱いている。特
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に、自分の子供たちのような若い人たちに、どこに行けばオーソドックスな日本食が食べ

られるかを知ってもらいたい。その後、子供が判断すればいいのだというメールをいただ

いています。それから、フランス人向けに日本専門誌を出しているところに出たものの評

価を 100人に聞きましたが、100人ともこういう制度は基本的に賛同する。その理由とし
ては、半分ぐらいの方が、本物を提供するレストランを知ることができるからという意見

をいただきました。もちろん、この方は比較的日本のことにお詳しい方なのでそういう思

いが強いのかもしれませんが、そういう反響が来ております。 
それから主要メディア（Ｆigaro、ＬＥxpansion、ＬeＰoint）がぼちぼち取り上げてお

ります。皆さん、比較的客観的に事実を淡々と書かれて、こういうことが始まっていると

いうことを報じておられます。特にＬＥxpansionなどの記事は、表題に寿司とスシを引っ
掛けて、スシは不安だ、心配だという意味ですが、「心配ないよ、本物の寿司が発見された

よ」ということで、いままで比較的フランス人の中で危険だということに対しての払拭感

をなくして、こういうことがそれをなくすのに役立つのだという記事が出ています 。 
次のページですが、これは各国によって多分違うと思いますが、制度上の留意点を我々

は非常に気にしました。1 点は、消費者保護法がありますので、こういうことを出す場合
には特定の関連企業やレストランからの収入に頼ってはいけない。無料が好ましい。それ

から、レストランについては少なくとも 1年ぐらいには更新しなくてはだめです。それか
ら申し込みがだんだん増えてくる。そうすると 、審査の質が落ちるので、これもちゃんと
気をつけなさい。あるいは、日本語の正確性はもちろん大事ですが、フランスですから、

フランス語の正確性をきちんと書いてもらいたいというようなことも法律には書いていま

す。 
それから不公正競争、あるいは競争取引の観点もあります。したがって、国籍に関係あ

る誰でも申し込みができる公開性の確保が不可欠。特に、同業者だけで閉鎖的にやるより

はオープンにやりなさい。あるいは、方法、基準を外部に明示する透明性の確保が重要。

これは、どこにでも当てはまる一般的な考え方ですが、そのような法律がそれぞれの国に

ありますので、それもよく検討する必要があるのではないかということです。 
それから食材の流通の状況です。これは簡単に申し上げると目に映るもの、例えば醤油

とかビール、こんなものは比較的日本のものでは広まっています。しかし、その後ろにあ

るもの、味噌、のり、茶、日本酒、梅酒、わさび、果物、これは相当発展に工夫が要ると

いう感じがします。もちろん、承認、検疫の問題があります。それから日本食の普及には、

まず外食でそのよさを知ってもらって、それが次第に家庭に入っていくということではな

いかと言われる方が多いです。 
それから関連する取組ですが、ＪＥＴＲＯもいろいろ輸出促進に努力していまして、1
つは日本料理懇談昼食会ということで、これは農業大臣の公邸で京都の日本料理アカデミ

ーの協力を得て新しい京都料理の説明をしたり、多くの有識者にも入っていただき、ある

いは各種の料理の講習会をやっています。それから、見本市としてはＳＩＡＬ、これもだ
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んだん増えて、実は 10年間出ませんでしたが、2年前に出て 20社ほど中小企業を中心に
出ています。それからリヨンの SIRHA、パリの国際農業見本市ということで、こういう
ものを通じながら、全体として日本の食材を広めていこうという考えを持っています。 
今後の課題ですが、1 つは和菓子とか、日本茶を中心としたティーサロンが広がってい
ます。これは広く対応していくべきではないかという意見が出ています。あるいは、ラー

メンなどのようなカジュアルな、安くても若い方が行くものをどうするのか。これについ

てはいろいろご要望があります。これは、いま検討課題になって検討中です。 
それから委員会（協会）が自立するためには、ガイドブックの有料化とか、レストラン

と関係ない業界からの支援とか、中立の観点等を踏まえて要検討である。 
あるいは、反省も含めて言えば客観的事実をよく理解してもらうための合法活動と対話

を的確なタイミングで行なっていく必要がある。他方、特定の利害関係に影響されないよ

う十分留意すべきである。 
それから、フランス人の場合は今回このような制度を受け入れ、評価する気風があるよ

うな感じがする。問題点がそもそもあるのか、どういう素材なのか、目的はどうなのか、

方法論はどういうやり方で調査するのだろうか、こういうことについてよく調査を行ない、

それぞれの国の多様性、現地における両国民間有識者のイニシアティブ、こういうものを

尊重して一定のミニマムコンセンサスに基づきながら対応すべきこと。こういうことが役

に立つのではないかという感想を持っている。 
それから委員会以外の対応としては、国籍を問わず人材育成が大事である。そういう意

欲のある方に機会を提供することではないか。これは、パリにもそういうことをやりたが

っている方もおられます。 
それから現地における日本食材の日本ブランドのビジネス機会の拡大プログラム全体と

してのプログラムの作成、あらゆる国が農産品の食材の輸出振興をやっているわけですか

ら、これは中小企業の役に立つわけですから、こういうものを現地、現地の事情に応じて

考えるということがポイントではないかという意見が委員会では出ていました。 
最後に、ＪＥＴＲＯの場合は横断的に見ているので、その視点から申し上げると、いま

はパリ、フランスでは新しい日本ブランドが広がっている。100 年前のジャポニズムに次
ぐ、新ジャポニズムの動きではないかと考えています。 

1 つは漫画、アニメ、「Ｎaruto」が昨年 9 月出版ベストテンの「ハリーポッター」の次
の第 2 位になりました。それから「Ｎana」がテレビでも最近出て、音楽でも有名です。
あるいは、「練馬とイルド・フランス」が地域交流で漫画の交流をやっています。あるいは

カンヌの映画祭、音楽祭、こんなことも日本と非常にうまい関係が出来ています。 
それからモード、パリの若い人たちは渋谷ファッションをよく知っています。 
それから斬新なデザイン、伝統と斬新なデザインということで、「メゾン・オブジェ」、

世界一のビジネスマッチングもそうですが、これはパリの近くでありまして、日本も 27
社新しいデザインの会社が出ました。 
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それから食、SIAL で紹介する健康食、あるいはハイテクの環境自動車、プラットパネ
ル、デジカメといったもの、それから対日投資の成功モデル、こういうものが新しい動き

をフランスで作っていて、そうした中でのこの動きを考えていく。食の動きを考えていく

ということも我々の視点では大事ではないかということで、最後に付け加えさせていただ

きました。どうもありがとうございました。 
【小倉座長】中井所長、ありがとうございました。一種のパイオニア的なことをやってい

ただいておりますので、委員の方からもいろいろとご質問があるかと思いますが、まとめ

てさせていただくことにいたしまして、次に服部理事長にお願いいたします。 
【服部・服部学園理事長】いまＪＥＴＲＯの中井所長からお話がございましたが、私もＪ

ＥＴＲＯさんがどういう取組でやっておられるのか気になっていましたが、いまのお話を

伺った段階で、フランスの文化も考慮しながらやっておられるということがわかりました。 
実は私、いまから 2年ぐらい前に内閣官房の知的財産推進本部というところで日本の食

を世界でブランド化する目的で、倍増計画を立てなければいけないというお話が総理から

ありました。それであれば何かご協力をということで、「食文化研究推進懇談会」という委

員会が知的財産戦略本部にできましたので、いまキッコーマンの茂木さんが会長で、私も

そのメンバーで一人ずつ意見を言わせていただきました。その中で、私もフランス、イタ

リア、スペイン、もちろん韓国、中国、いろいろな国を訪れることが多いですが、このご

ろちょっと気にかかっていたのは、「これが果たして日本料理なんだろうか」というのがも

ちろんありました。 
しかし、それよりももっと大切な部分で気がついたのは、マドリッド・ヒュージョンと

いう料理サミットが 2年前にありまして、オファーがあって私は講師で日本の食文化を伝
えるために行ったわけです。そのときにお話し申し上げたのは、皆さんは日本の食を本当

に理解していない。それは何かというと、生魚の扱いが非常に悪い。魚場から市場、そし

てその流通が消費者に届くまでの段階が生を食べるためには流通されている機構にはなっ

ていない、臭いがするものが多い。私はフランスでも三ツ星、二つ星のお店、ヨーロッパ

各国のいろいろなレストランに参りますと、このところカルパッチョ、もともとは牛の赤

身の肉ですが、これを魚に代えて出すところが非常に増えてまいりました。もちろん、お

寿司は流行ってきています。ところが、そこに使われている材料が非常に鮮度が悪いです。

市場も行ってまいりましたが、日本の築地だと仲買人制度みたいなのがあって目利き制度

だと思いますが。あちらはそれが一切なくて、売っている方はどういう方かというと漁師

の方が多いわけです。その方がブースを持ってやっているというのもあるわけです。そう

すると、その日に売れないとすぐ冷蔵庫に入れてまた翌日出してきて、もう魚の目が赤い

わけです。しかし、焼くとか蒸すとか揚げるという調理法である以上は多少臭くてもいま

までは食べられましたが、それを今度生で食べようというわけです。 
私がその委員会で申し上げたのは、できたら築地のシステムを向こうに輸出すべきでは

ないか。そして、日本料理がヘルシーということで世の中にいま回っていて、特にそれは
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寿司が中心ですが、一挙に「これは危ない」と言われたときに日本のイメージ、そのダメ

ージはすごく大きいものがあるのではないかと感じました。それにはどうしたらいいか、

そう言うことになると思います。 
私は、認証制度というお話が農水省から立ち上がったとお聞きしましたから、認証とい

うのが難しいのは、委員会の中でも「マル適マーク」を付けるというご意見を言った方も

いらっしゃいますが、安心か安全か、健康な食材の扱いがきちんとできているかどうかに

関して認証してあげるというか、その次の段階で「推奨」ですね。お店は推奨するのが無

難ではないか思っています。衛生は、ここはきちんとした魚の扱いができているよ、目利

きができているんだということをまずやってもらいたい。 
僕は、4 つほど挙げました。認証制度に関して、教育のことに関して、あと、いわゆる
認証というか日本の食に関する技術と、先ほどのような衛生部分を教育とともにどういう

組織で流すべきか。まず 1つ、最初から言いますと衛生に関しては認証、店は推奨。海外
の日本人に褒章、叙勲制度というものをひとつ持って来てもらえないだろうか。と申しま

すのは、いままで日本人の方が相当現地で苦労しているわけです。その間にいろいろとい

じめられたり、いろいろなことを僕も聞かせてもらいました。ところが、それでも頑張っ

て日本を売ってきた、アピールしてきたわけです。そういう方々をもっと讃えてあげるよ

うな制度がきちんとできていない、どうも日本は冷たいような気がします。 
私がいまフランスの制度で感心するのは、ソペクサというフランス食品振興会というの

があります。これは世界 39 ヵ国にあるそうです。さすが食の国・フランスだと思います
が、ここが何をしているかというとマーケティング、そしてフランスからの食品を輸入す

るためにマーケティングした上で交流する。では、そのソペクサというのはどういう機構

かというと、向こうの農林省の外郭団体。直接やるわけではなくて、1 週間前もフランス
から農水関係の大臣が見えましたが、そのお世話から何から全部ソペクサがやって、我々

と民間人と会わせてくれたりするわけです。このシステムで実は安心・安全、健康まで、

彼らも図ってきている。それと大使館との結びつきがものすごく強くて、先ほど叙勲であ

るとか褒章制度に関しても、いま日本にフランス料理店がありますが、これはフランス人

がやっている店であります。もう 20年、30年コツコツ日本でフランス料理店を開いてい
る。また、パン屋を開いていたりお菓子屋があるわけです。そういう日本におけるフラン

ス人に対して、フランスの国からレジョンドヌールや、農事功労勲章などをきちんとさし

上げるんですね。彼らもそれを誇りにするし、さらにフランス料理を広めてきたわけです。

ですから、日本の食をこれから世界に広げていくためには、まず現地にいる日本人の人た

ちに誇りを持たせる。そのためには、日本の国がきちんとした叙勲や褒章制度を確立させ

てつなげてあげないと、その人たちが置き去りにされていて、日本の国でこうやるべきだ、

ああやるべきだという日本の売り込みをしたとしても、現地でまず日本人が日本の国から

暖かく、「あなた方のやった功績に対して」ということをきちんと認めてあげていただきた

いというのが 1つです。 
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それと、教育に関しては衛生の教育。これは我々が講義をしてもいいわけですが、魚の

扱い方。それと、ただ料理人に教えるだけではなくて、現地の市場や、魚を取ってくる漁

師の方々、この人たちにまできちんとやらないと、実は生魚はまともに食べられないわけ

でしょう。その辺が、「氷に浸けていればいいんだろう」とか、「冷凍にしておけばいいの

だろう」という軽い考え方しかないからです。残念だったのは、スペインがこのところ様

魚の事故が多いものですから、冷凍でないと魚を扱ってはいけないとなったわけです。そ

うすると、本来の日本料理で使われている生魚という寿司などに使われるものが、一々冷

凍でコチコチになったのをまた解凍して、それを使わなければいけないというのは実に残

念です。これは早いところ、日本のシステムを向こうの国にも理解していただいた上で、

その橋渡しをしていただきたいのです。国の衛生上の知識を他国と打ち合わせて欲しいの

です。それは、民間では出来ませんから国どうしで調整していただきたいと思います。 
それと、先ほどの日本料理アカデミー、これは京都の料理人が中心ですが、これから東

京にも組織を作ろうということで一緒に検討中です。欧米では日本料理を扱っている人た

ちはアジア人が多いわけです。ご承知のように 2万 4000～5000軒、世界には日本料理の
名称を使いながら商売をやっている方がいらっしゃるようですが、その中で 10％ぐらいし
か日本人はいないわけです。そういう意味から言うと、アジア系の方にも研修を受けて衛

生と日本料理の両面を理解していただく。 
もう 1つは、先ほどフランスにはソペクサという組織がありますが、それと同じような
ものを日本で作ったらいかがでしょう。スペインに行ったときに大使が講習会の席にいら

っしゃって、「いいことをやっておられます」とは言ってくださいました。ですが、「何か

協力してくださるんですか」と言ったら、それ以上はないようです。我々のアプローチの

仕方も悪かったのかもしれませんが、もう少し日本の国がそういうときに現地で料理を普

及させるためにはいろいろ配慮していただける面があるようなシステムができないかなと

思いました。 
又、パリなどでも組合に入りたい人、入りたくない人が随分いるらしくて、向こうはど

うも「あいつは入れない」とかの問題もあるようです。しかし、そういう組織を通じて先

ほどの叙勲や褒章の推薦制度などもつないでいただく。それと、フランスでは日本で働い

ているフランス人が向こうから叙勲してもらう場合は、ソペクサとともにフランス大使館

が動いて叙勲して差し上げています。もしくは、フランスに来て直接農林大臣もしくはそ

れ以上の勲章になると大統領からいただける。こういうことになっていますので、何かそ

ういうようなご配慮をつくっていただければなと思います。 
食品衛生法というのは各国違いがありますし、気候も違いますから、この辺はよく調べ

ていただきまして、国によっての差と、向こうと日本の生魚を扱う部分とどこに差がある

のかということを研究していただいて、その辺をこれから固めていただかないと、アニサ

キスという寄生虫がいますが、スペインで僕がそれを説明したとたんに 20 人ぐらいのプ
レスの人に囲まれて、「いまアニサキスというのは非常に問題になっているけど、あれは何
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だ。説明しろ」というものですから一応説明はしてきました。一番危ないのは腸炎ビブリ

オという海水を好む菌がいますが、これは水洗いするとかなり避けることができますが、

そういうことも知らないで塩をやれば逆に安全だろうと思って塩をかければかけるほど菌

が増殖するわけですから、その辺の理解とか、こういった衛生問題に関してもきちんと国

と国の間で調整していただければと思います。 
あと、マスメディアの活用が日本は下手なような気がします。もっともっと日本をアピ

ールする意味では、日本のメディアは、学校なんかでも外国人の講習会をやると飛んで来

てくれて書いてくれますが、外国のメディアのほうは日本食に興味を持っているのですが、

あまり日本食のことは書いてくれなかったのですが、ただ、いまの中井さんのお話にもあ

りましたように、これからは日本のことをどんどんアピールしてくださるという機運は出

来ていると思います。これは国によって差がありますが、ぜひ日本をアピールする意味で

は非常に重要な事ですし、皆さんお考えいただけたら大変ありがたいと思います。 
ただ、1 つ申し上げますが、日本の国という形でこの制度を持っていくのは果たしてど
うかと思っています。外郭団体に下ろすとか、何かソペクサのような組織団体をお作りに

なったほうが、直接ストレートに向こうからのクレームを受けやすいのではないかと考え

てまいりましたので、きょうは何の資料も用意して来なくて申し訳ありませんでしたが、

私なりに感じたことをお伝え申し上げました。よろしくお願いいたします。 
【山縣全国すし商生活衛同業組合連合会副会長】私はすし商組合連合会副会長ということ

になっておりますが、実は寿司屋のおやじでもありまして、先ほどまでお寿司を握ってお

りました。まあ現役の強みもあるかもしれませんので、すし商の中でご意見を披露させて

いただきたいと思います。 
まず自分自身の和食といいますか、日本食に対する考え方をご披露しないと先にいきま

せんので、これは私個人の考え方ということでお願いしたいと思います。古代、あるいは

大和の時代から今日に到るまで民族の伝統と歴史・文化、風土の中で生まれ育ち、培われ

てきた生活食が日本であれば日本食ではないのかな。民族食ではないか。 
と申しますのは、初めに農水の担当の方にお会いしたときに、「日本食の定義はどうなん

でしょうか」と言われたときに案外わからないわけです。日本人が作っているから米かな

と、なかなか難しいです。ただ、ある程度この辺の話をしないと話は進まないのではない

かと思いました。 
そして、料理については 2つあると思います。水文化、油文化です。水文化というのは
あまり世界にはないと思います。つまり、生で食事をするということです。寿司なんかま

さにそうです。これが、大事なところだと思います。先ほど服部理事長さんも盛んに衛生

という問題をおっしゃっていましたが、後で実例等に触れていきたいと思いますが、まず

生で食べるということが多いということです。そして、日本食が流行り出したのは恐らく

はこの 20 年ぐらいではないかと思います。かなり前から日本のレストランというのは外
国にありました。しかしながら、これらはそこで働いている、あるいは外国に旅行された
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日本人の食べるお店だったわけです。この 20 年ぐらいは現地の方が、また、うちに来る
お客さんでも外人さんが箸を上手に使って、もしかすると日本人より上手に箸を使ってお

られる。昔、30 年、40 年前は、寿司とか生魚というとキャッツフードと言われました。
あんなものは食べるものではない、そういう感覚でおられたようです。 
ところが、世界的に健康ということが大事な問題になってきまして、さて食、健康とい

うことになると日本食が一番いいのではないかということで、日本食が急速に広まってき

たのが現状です。ところが、魚の扱い方一つにしてもわかっていない。例えば、日本人は

川魚を生では食べません。これは長年の伝統から、水体系、川に棲む寄生虫は人間にも寄

生することがわかっているからです。海にいる魚は、先ほどアニサキスというのが出まし

たが、アニサキスは噛んで傷つければお腹の中で消化します。あるいは猛毒のあるフグも

食べます。こういうことは、日本人に長いこと培われてきた経験と伝統です。 
そして、日本食が世界的に広まったという点では、ついこの間、フランスで世界的な「食

のオリンピック」というのがありました。そこで初めて「寿司入門」ということが取り上

げていただきました。我が組合には国際渉外委員会というのがありまして、北海道のすし

善さんの嶋宮さんという方が委員長をやっておられますが、この委員会から 4人、向こう
へ行って指導してまいりました。 
もっと生の声となると、つい最近日本の本部に入ったオーストラリアの料理関係の先生

の質問ですが、読ませていただきます。「初めまして。私はオーストラリア、クリーンズラ

ンドにて現在、学校を中心にヘルシーフードを子供たちに広げる活動をしている者です。

…………寿司飯を 3日間保存して食べられる方法を教えてください」と。 
まあ寿司は大元は保存食であり、なれ寿司と言って、もともと持ちます。確かにソバと

かラーメンに比べると、お寿司というのは結構時間があっても食べられます。しかし、今

の寿司を 3日持たせるとなると、日本のほうが教えてもらいたいくらいです。チェコで料
理学校の方ばかりが集まるところに、寿司について教えてもらいたいということで、寿司

の国際渉外部の人が行きました。現地では、お寿司はご飯の上に魚が乗っているものとい

う感覚です。チェコの料理担当の方は酢飯にするというのを知らなかったそうです。あと

ロンドンでも、去年我々は呼ばれて行きましたし、アメリカでもそうです。アメリカはた

いぶ進んでいて、コンクールもやっています。 
アメリカのカリフォルニアのカリナリーアカデミーという学校では、寿司技術コンテス

トが始まっています。それから、ニューヨークでも始まっています。ニューヨークで優勝

したのは、アメリカ在住の中国人です。独学で一生懸命勉強してやりました。形はだいぶ

いいと思います。このように日本食が広まってきているいまだからこそ、やはり国が中心

となって食の安全ということ。「ワシントンポスト」ですか、詳しくは知りませんが、「寿

司ポリスが来る」と揶揄されたそうですが、そうでいいではないですか。おまわりさんと

いうのは住民の安全を守るためのお仕事ですから。やはりこの辺で、世界的に広まり出し

たところではっきりとした、いわゆるその国に住んでそこで食べる人が安心して入れると



 14

いう視点に立たないと。生魚ですから、大きなレセプションとか、世界的な会議のときに

わからない方が料理されて、見た目はおいしそうでも、皆食中毒を起したらどうされます

か。 
アメリカはそれでいて、厳しいところは厳しいわけです。例えば、アメリカ・ロサンゼ

ルスのお寿司屋さんは開業するのに大変です。酢飯を保存するのに 5℃以下にする。ある
いは 60℃以上という衛生基準があります。60℃以上の上に魚を乗せたら、生臭くて食べら
れません。5℃ではだめです、ご飯がパラパラになる。正しい日本食の食べ方が伝わって
いないわけです。 
実は、寿司というのは一番食中毒の少ない料理です。なぜか。まず食べる側と扱う側が

一番よくわかっているわけです、生食は気をつけなければいけないと。同時に、先ほど服

部先生が言われたように、マーケットでは、発砲スチロールの中に海水、海水の中には氷

が入っています。氷が溶けると水になるので、それを計算して塩まで入れて、冷たい状況

で持って行きます。それを、我々が長年培った経験により調理する。酢、わさび、ガリも

笹もそうでが、あの笹だんごとかは、笹でくるむと笹にはすごい殺菌力があります。した

がって、食中毒は出ません。 
ところが、見よう見まねで形だけで売れるからということでやるとどうなるか。ここが

問題です。私は何年か前にボランティアで、ワシントンのさくら祭りと協賛してやりまし

たが、両手で握る寿司職人がいてびっくりしましたが、何ということはない、酢飯を両手

で掴んで俎板の上でゴロゴロとやると何となくお寿司の格好ができます。その上に種を乗

せてギュッとやるだけです。これはちっともうまくないけれども、見よう見まねというの

はそういうことになります。まして、川魚でも生で料理されたらどうしますか。ジストマ

とかは人間に移ります。だから、川魚は日本の場合は佃煮にしたり、煮たり、焼いたりし

て食べています。 
マーケットに行ってもっとびっくりしました。日本では考えられません。向こうでも捕

れたときは鮮度のいい魚があります。ウニにしても、マグロなんかは世界中からきて最高

です。しかし魚が山積みになって、時々気が向いたときにバラバラと氷をかけるだけです。

隣で、ヤキトリにするような肉を売ったり、こっち側で違うものを売っています。アメ横

のような感じです。それはやはり油文化で火を通せばいいというところからきていますか

ら。しかし、生魚はそれではだめです。ですから、まさにここは国の出番だと思います。

損得抜きの場面です。 
日本でいろいろなレストランのガイドブックがあります。それはそれで結構ですが、本

当に調べたのかな。やれ、ここはどうだとか、ここは 3つだとか、ああいうことだったら
やめていただきたい。そんなことは全く必要ないと思います。これはお客さんが判断すれ

ばいいことでありまして、せっかく本物の日本食が世界に広まっているわけですから、そ

の本物をわかるようにするということがポイントだと思います。 
では、その本物が圧倒的に多いかというと、例えば、フランス料理とか、中華料理はず
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っと広まっていますが、まだまだ寿司屋、和食の店は少ないです。ルイ・ヴィトンにたと

えるのが適切かどうかわかりませんが、ルイ・ヴィトンの偽者が出るというのは本物が強

いからです。アメリカのワシントン、ニューヨークに限って言えば、結局、魚は築地から

買っているわけです。アメリカのボストンで捕れたマグロが築地に行って、細かく解体さ

れて、またアメリカ、世界中にいきます。これは日本の築地が食材に対して一番扱いが丁

寧であり、きちんとしているからです。したがって、アメリカのお寿司屋さんで本物のい

いものは安くできません。かなり高いです。高いから、アメリカに限っては安いお寿司を

食べようということで訳のわからない寿司が平気で売れています。これは、大問題だと思

います。その辺りが、松岡農林大臣は素晴らしいところに目をつけていただいたと思って

います。この辺が急速にいま広まっていますので、認証が大事なところではないかと思い

ます。 
ついでにもう 1 つ紹介して話を終えたいと思いますが、（写真を示しつつ）これを見て

お寿司だと思いますか。これはアメリカのサンフランシスコで一番売れているお寿司だそ

うです。でも、これでいいと思います。向こうは酢飯に魚を使っていればお寿司なんです

ね。これは多分、コップの中に逆さまに詰めて、真ん中に酢飯が入って鯵のたたきとか鰹

とか、この紐のようなのはスバゲティを揚げたものだそうです。これが一番売れているそ

うです。これはこれでいいんです。 
ただ、その前の段階で生魚を使うというだけに、本当に伝統に培われ、あるいはそこに

いる国民の方が食の魚の安全ということがわかっているかというと甚だクエスチョンマー

クなので、私はそういうところにポイントを置いて、「安心した食べられる店なんだよ」と

いうことを日の丸が保証してあげるということが大事なのではないかと思います。 
【小倉座長】山縣専務理事から、いかにもお寿司らしい生の声を生々しく聞かせていただ

きましてありがとうございました。料理の技術とかも大事であるが、基本的な知識の普及

が非常に大事だということを強調されたと思います。 
服部理事長におかれては、長年の国際的なご経験のもとによいものをエンカレッジする

方法をいろいろ教えていただきありがとうございました。 
 
4討 議 
 
【小倉座長】それではせっかくの機会でありますから、いまのご 3方のご意見について委
員の方からご質問があればお願いいたします。皆さんのご参考のために基本的なことを 1
つ中井さんにお伺いしたいのですが、この新しい推奨制度がパリにできたわけですが、そ

もそもの言い出しっぺというか、誰がどういう経緯でこの運動を始められたのか。その点

について簡単にご説明いただければと思います。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】私はパリの所長を 4年やっておりますが、早い段階
から 1つはフランスの消費者の方々からいろいろメールをいただきまして、さっき申し上
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げたようなことです。本当に日本食がなくなるのではないかという危機感です。特に 90
年代は日本の景気が悪かったですから、だんだん良いレストランも減っていましたからそ

ういうご指摘があったということ。2 つ目は、日本の中小企業の方々を中心に商工会議所
の方が来られたりすると、ビジネスチャンスを逸しているのではないかというこちらの危

機感。この 2つから、私のところや大使館、文化会館などにもお話が何度か来ました。 
これはどうしていいかわからずに数年間悩んできたわけでして、もちろん、民間の方に

まず考えてもらいたいということで、いろいろな機会にいろいろ方と話している中でアラ

ン・コアンさん、秋山さん、こういう方々を中心に、少しは議論してみようではないかと

いうことで議論が始まったわけです。 
【小倉座長】ありがとうございました。委員の方、いかがでしょうか。 
【米濱委員】ＪＥＴＲＯの中井さんにお伺いしたいのですが、日本食というのはどういう

範囲というか、その決め方について。フランス料理も一緒に出しながら、中華料理をコラ

ボレーションしているところもいろいろあると思いますが、どういう形で決められたのか、

お尋ねしたいと思います。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】これも先ほどのホームページに出ている推奨制度の

中の 3 番に、「認証制度の対象とする日本食及びレストラン」というのがありまして、分
類としては会席、寿司、天ぷら、うなぎ、ヤキトリ、ソバ、丼物、その他、伝統の日本食、

あと「フランスで創作されたものを含む」ということ。こういうことに一応、議論の結果

がなっております。 
したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、宿題が幾つか委員会の中で悩んでいら

っしゃるのは、日本茶のようなティーサロン、これは非常に素晴らしいのができていて、

そういうものを一体どうしていくのか。あと、先ほど申し上げたラーメンみたいな、非常

にカジュアルだけれども人気のりあるものをどうするのかというところがいま宿題になっ

ているところであります。 
【小倉座長】ありがとうございました。他にございますか。 
【久保委員】そもそも、これを募集するとどのぐらいのお店が申請されて、そのうちのど

のぐらいのものが審査を通っていかれるのか。それから、せっかく申請してきてもだめだ

というお店も出てくると思いますが、そういうお店に対してはどういう対応を取られてい

かれているのかを伺えればと思います。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】日本食レストランはフランスに 500とか 600あるの
ではないかと言われていますが、これは電話帳で見るしかなくてよくわかりません。それ

で、委員会がまず申請を受け付けて申請が上がってきたもの、とにかく広げることと並行

しながら、皆さんご存知の店がたくさんありますから、そこをリストアップして審査員の

調査員の方に行ってもらうということにしております。それで調べたのが大体 80 で、今
回これに出てきたのが 50です。 
公募して、これが現に出てくるといまいろいろ手が上がってきております。それから、
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最初の段階では 6ヵ月ぐらい営業していないとだめではないかということでやっていまし
たが、最近新しい日本食レストランが出てきているので、今回は 6ヵ月の期間をなくして、
とにかくこれから営業をやる意思があれば問わないということですから、いま手を上げて

いるところが増えているところであります。 
【久保委員】審査が通らなかった場合は、どうなりますか。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】したがって、最初に見に行ったところが中心を占め

ていたわけです。それから、審査に通らなかったところは当然お問い合わせができるわけ

でありまして、お問い合わせがあれば、その方だけに「調査員の方はこの基準でこういう

ふうにあなたのところに対してコメントがきています」と。コメントがたくさんきていて、

例えば、ネズミが走っていたり、サシミを頼んだら、サシミの後ろにご飯粒がついていた

とか、いろいろなことがあります。それをご説明して、「こういうことですよ」と言って、

それを改善して、また見てくれということであれば、すぐに調査員を派遣して調べるとい

うことで、とにかく裾野を広げたいということでいま対応しています。この情報は、他の

方には一切出さないし、我々も介入しないということでやっております。 
【大森委員】中井所長にお伺いしたいのですが、この制度は定期的に一年に一回やること

になっているのでしょうか。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】なるべく試行的に始めて、これを定期的に見直して

いきたいというのが委員会の最初の意向です。これが 2007 年の推奨マークですからここ
に「2007」と書いてありますから、当然来年になれば次のマークを作るようにしたい。と
りあえずは試行期間でやりたいというのが委員会の意向です。 
ただ、本格的に委員会は協会になってＮＰＯとして打ち出しますから、これから農水省

全体がどういうふうに懇談会をお考えになるのか。それから現地における、いまアラン・

コロンさんを委員長とし、秋山さんや遠藤さんを中心に動いていますから、その方々が今

後どういうふうに全体の動きの中で考えていくのかということでご判断になると思います。

私がいまお話ししているのは、基本的には委員会でございますから、私はたまたま出張の

機会で代理ですから、基本的には委員会が今後ご議論して日仏の専門家がどうするのかと

いうことを決めていただくことになると思います。 
【大森委員】フランスでは皆さんこの制度に賛成だと伺っていますが、フランスに行くと、

日本人ではないアジアの方々が日本料理店を経営したりしています。そういう方々からの

反論というか、反対意見とか、そういったことはないのでしょうか。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】フランスの方々が全員賛成ということではもちろん

なくて、先ほど申し上げたのは、たまたま我々が取ったあるところに頼んであった 100人
ぐらいのアンケートでほとんどの方が賛成だったり、新聞のトーンも比較的淡々と書いて

もらっていたりということです。 
もちろん、全体ではいろいろなご意見がありますし、私のところにもいろいろなご意見

が出ています。それから現地の日本人の方からもいろいろな意見をいただいていますので、
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これはいろいろな意見があると思っています。ただ、全体としてどうもフランスという国

は、特にフランスの方々のメールを見たり話したり、それからプレスの方と話したりすれ

ばするほど、こういうことをやってもいいのではないかということが多いです。それから、

日本人以外の方々でレストランをやるとか、この 50 軒のうち 5 軒の経営者がアジア系、
フランス人の方が入っています。これはもっと将来増えると思います。 
ただ、そこで入らなかった方からの強いご批判、ご意見というのはまだありません。こ

れから、これがずっと広がっていく中でいろいろ対応しなければいけません。それからお

料理の講習会をやると、そういう方々が意欲的に来られます。だから、そういうことをや

らないと、これだけではだめで、そのために次にどういうチャンスを与えてくれるのか、

人材養成を行なうということと必ずパッケージになってくるのではないかと思います。 
【小倉座長】ありがとうございました。他にございますか。どうぞ。 
【奥谷委員】寿司協会の方にお伺いしたいのですが、鮮魚の取り扱い方という部分で、確

かに衛生管理の基準は、寿司ポリスというのは言い得て妙だと言われましたが、こういっ

たものは寿司協会として衛生基準を広げていく努力をなさろうとしていらっしゃるのでし

ょうか。例えば、フランスなんかだとＮＰＯでうまくやっているような感じですが、これ

を各国に全部国のお金で何かを派遣するというのは難しいと思います。むしろ、ＮＰＯ的

なものをつくっていくのを後押しするということを寿司協会がなさるというお考えはある

のでしょうか。 
【山縣全国すし商生活衛生同業組合連合会副会長】事実として、寿司組合は商業団体の組

合ですから、外国まで出向いてそこまで踏み込んだ組織活動というものはやっておりませ

ん。ただ、自分たちが要請されて、国際渉外部あるいは技術部の委員が出向いた場合には、

当然そこのところを一番強調して教え広めてきているわけです。民間ではそういうことは

なかなか、当然お金と時間がかかることですからやりたいと思いつつ、できないのが実情

です。ただ、すし商組合に限って言えばミラノにも組合ができました。そしてワシントン

には全米連合会、まあ全米と言っても組合の会員数が少ないですから全米と言っているだ

けでワシントン、ニューヨークを中心にしてですが、組合ができました。 
それはなぜかというと、向こうで商売されている人が危惧しているわけです。これでは

えらいことになってしまう。本物で一生懸命やっているほうが淘汰されて、これではだめ

だよ。日本の情報が欲しくて組合ができたわけで、イタリアのミラノもそうです。イタリ

アの実情について言えば、お米から作ったそうです。自分たちで開発して作ったそうです。

ただ、お米に関して言えばアメリカの加州米も非常によくなっています。日本でも使える

ので、アメリカのお米の組合を持って来たりしています。 
ちょっと話が逸れましたが、我々は心配していますが、自分たちが歩いたところだけし

か指導していないのが実情です。 
【佐竹委員】外務省の大使館の協力も必要かと考えられます。特にパリについてはＪＥＴ

ＲＯさんが積極的にサポートしておられるイメージですが、逆にＪＥＴＲＯさんは全世界
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にありますが、その辺の動きはどうでしょうか。あくまでパリのＪＥＴＲＯさんだけがや

られたのでしょうか。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】もちろん、アラン・コアンさんが立ち上げるときに

大使館にもご相談しまして、それから日仏文化会館にも相談いたしました。やはり、皆で

ある程度協力しながらやらないとなかなか進まないということでやりました。たまたま

我々がいろいろな事務的な支援をやることになりましたが、基本的には日本文化会館にも

大使館にもご協力しながら、皆さんでやっていこうということでやっています。 
それから他の地域のことは、私はパリの所長をやっていましてパリのことはよくわかり

ますが、他の地域のことは事情がだいぶ違うので、それぞれ現地のそういうイニシアティ

ブを持った方々に少し調べてもらわないと軽々には物が言えないような感じがいたします。 
【佐竹委員】ＪＥＴＲＯさんは全世界にもありますので、お互いのネットワークでこうい

うものを作っていただくのも 1つの方法かなと思います。 
【小倉座長】フランスでどうしてこういうことが始まったかというお話がありましたが、

フランス人というのは自分の文化の本質が何かということについて非常にうるさい民族で

あるわけです。そこで服部理事長にお伺いしたいと思うのは、日本人が果たして日本の食

文化に対してオーセンティスティというものに神経が研ぎ澄まされるように、フランス人

と同様に神経質なのか。あるいは、そういうものを育てていくことに関して、国際的ご経

験の豊かな服部理事長にお伺いしたいと思います。やはり日本国民全体の意識が上がらな

いと、我々が幾ら頑張って認証制度を作ってみても、ある意味ではうまくいかないわけで

すが、国民全体の食文化のあり方についての意識、単に安全性とかを超えて高めていく上

で何かご意見がおありでしょうか。 
【服部理事長】実は食育基本法を 2 年前に立ち上げたわけです。私は 16 年前から活動し
ていて、8年前に政府に提案を申し上げました。いま食育推進は内閣府の中にありますが、
食育推進会議で昨年の 3 月末に総理と 13 閣僚、私どもで基本計画を 5 ヵ年計画で立てま
した。 
どういう背景があるかというと、食が日本では乱れて、どちらかというと日本料理より

は高脂肪・高蛋白、若者は特にこういうものに興味を持ちますから。本来の伝統的な和食

の店も日本国内においてはだんだん衰退ぎみで、一流のお店も「どうすればいいのだ」と

いうことで声をかけられることもあります。例の官官接待も含めてですが、そういう基本

的なお店がここのところ、料亭をやっていたのが焼肉屋になるとか、赤坂にも 58 軒ぐら
い料亭がありましたが、いまは 7、8 軒しか残っていません。これは超高級なのかもしれ
ませんが、それ以外のお店でも老舗という店がいま押されてきています。 
日本料理の協会がありまして、会長さんや役員の方とお話しをしますが、何とか盛り返

そうとしているわけです。いま光明が見えてきたのは世界に日本料理が、まずは寿司から

ですが認められ始めた。これはチャンスだと思うのです。やはり健康というのが日本料理

の基本的なところにありますから、これをどう生かしていこうかということを試行錯誤の
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中でも考えております。 
ですから、日本人が目の青いような欧米人の食事をしているようになったし、箸の持ち

方に関しても、本当に箸を持てる人が小学校・中学校に行くと、担任の先生の 42.1％が箸
を持てませんから子供たちが持てないのは当たり前。また、父兄が持てないです。こうい

うような状況で、日本の国民自体に食育を入れなければいけない時代になったのです。 
いま実はフランスと英国、オーストラリア、アメリカから、農務省や農水省から僕のと

ころにも連絡がありまして、「羨ましいね。日本には食の法律ができた」と。食の法律なん

て、世界にないわけです。アメリカは農務省の省令です。フランスも、農林省の省令です。

アメリカはもう 27 年間、食の健康に根差した方向でいこうということで農務省が始めた
わけですが、ＦＤＡに話を持っていっても聞いてくれないそうです。 
日本は厚生労働省、文部科学省、農林水産省、3 省合同でやってきたのです。だから、
これが法律につながったということであります。我々は、国民の健康のため、それと子供

たちが健やかに将来生きていくというためということでやっているわけです。話が逸れま

すが、いわゆる食というものは日本の食が健康上、世界中から注目されているのです。 
いま西洋料理に関して日本は相当普及して、現地よりも技術的にも向こうで勉強して来

た人が戻ってきて、日本の食材をうまく使った西洋料理店が普及しています。中でも、2
分の 1のカロリーを考えるようなフランス料理というのもホテルを中心に「やろうじゃな
いか」ということで動き始めている。ですから、外国の料理もそうですが、日本の料理も

もう一度見直そうという機運があるし、外国で日本料理が光っているわけですから、それ

に向けて我々はもう一度見直そうといういい時期にきていると思います。 
フランス語でも英語でもないのでしょうが、いわゆる「食育」という、「ショクイク」と

言う言葉を外国人に「ツナミ」のように知ってもらおう。「もったいない」という日本語に

なっているように知ってもらおうということで、これから発信して行くところです。それ

に先ほどのような日本料理が安全、安心、健康、これにつながってくれば最高だなと思っ

ているわけです。 
先ほど来のお２方のお話で、実際にすごい取り組みをされていて非の打ち所がないので

はないかと聞いていて、私の出る幕もないし、また現場のお声でやられているわけですが、

私は日本料理がこれだけ、日本料理で切り込んだところに、これを現地の人が知ってくれ

た。ある意味、日本は昔は「臭いね」とか、「こんなのは人間の食い物じゃないよ」と。僕

はアメリカに 43年前に留学していましたが、その時言われました。「こんなもの、臭くて
食えん」と。ところが、いまそれを「いや、健康だ」というふうに皆が思ってくれるよう

になっている。この文化を外国に伸ばすということは、日本の国を知ってもらって日本を

アピールするのにこんな素晴らしい切込み方はないわけです。 
ですから、そのためにも衛生の問題からまず発していただいて、先ほどお話ししたよう

に認証か推薦かといろいろありますが、その辺をきちんとお決めいただくと大変日本のた

めにありがたいなと思っています。 
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【小倉座長】他にございますか。それでは 、最後にどうぞ。 
【藤委員】私の質問は、中井さんにお願いしたいと思います。その本が載っているレスト

ランから、影響があるかどうかという声はありますか。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】まだ 2週間なので体系的な評価は出ておりませんが、
ここにアンケートを付けておりまして、そこでこれについてのアンケートを各レストラン

から取っているところです 。 
それでレストランの方々は、例えば自分の店がいっぱいのときに他のどこかの店に行っ

てもらおうと思うときにそういうのがあると紹介しやすいとか、そういうのがあります。

それからある意味では、自分の店を常によくしていく励みになるとか、そういうことで比

較的上手に活用が始まりつつあるというイメージです。 
【小倉座長】ありがとうございました。中井所長、服部副会長、山縣副会長にわざわざお

越しいただきまして大変ありがとうございました。委員の皆さんを代表して、お礼を申し

上げたいと思います。（拍手） 
もし、お忙しければご退席いただいても結構でございます。委員の皆様はこれから議論

させていただきたいと思います。農林水産省のほうから配られた資料についてのご質問が

あればコメントの中に入れていただいても結構でございます。特に何かございますか。 
【大森委員】ちょっと質問しそびれてしまいましたので、服部先生が退席される前に伺わ

せていただきます。 
先生のところで和食、西洋料理、いろいろなさっていると思いますが、和食を目指す生

徒数はやはり減っているものでしょうか。現状を見て、いまの若者はどう思っているかを

伺いたいと思います。 
【服部理事長】いまから 20年ぐらい前は日本料理が多くて、6割ぐらいを占めていました。
ところが、フランス料理とかイタリアンとかがこの 10 年ぐらい増えて、いまははっきり
言って日本料理は少なくなりました。ですから、いまは 30％ぐらいです。まあ、数字で言
えばそんなものです。 
【小倉座長】ありがとうございました。それでは時間も押していますので、ここで資料に

ついてはご質問がないようですので。ただ、私のほうで 1つ気になったのは、農林水産省
からいただいた資料の 4 ページ目に、「日本料理、西洋料理、めん料理、すし料理」とい
う定義が書いてあって横に人数が書いてありますが、ここで言うところの定義、例えば回

転寿司も入っているのかとか、この定義は一体誰が決めているのか。そのことだけお聞き

したいと思います。 
【和泉外食産業室長】正確なことは、所管されている厚生労働省さんのほうに確認したい

と思っております。 
【小倉座長】というのは、私たちの作業もこれからいろいろ定義の問題、日本料理とは何

かとか、寿司と言った場合どこまでが寿司の店であるかとか、例えばテイクアウトの寿司

もありますし、定義の問題が重要であると思いますので、お願いできれば農水省のほうで、
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厚生労働大臣が決めているこの統計における料理の定義がどのようになされているかのか、

教えていただきたいと思います。他に、ご質問はございますか。どうぞ。 
【久保委員】前回のときはそれほどでもありませんでしたが、きょうの資料では安全の問

題がすごく大きなテーマであったと思います。特に生魚という話が出ましたが、実際に近々

に行なっていく認証とか推奨という中で、そのときに寿司とかさしみといったものに対す

る安全の確認をどう行なっていけばいいのか。 
最初はお店の中の状態がある程度わかればということで、先ほど服部先生の「そもそも

市場の問題から」という話になってくると、直近に認証したりとかというときに、そこま

でのものはなかなか難しい気もしますが、その辺をどんなふうに考えていけばいいのだろ

うかというのが、きょうの議論の中で難しい問題が出てきたなと思いましたので、その辺

をどんなふうに考えればいいのか。きょうの議論の中で難しい問題が出てきたなという感

じを持ったものですから、その辺をどんなふうに考えればいいのか。 
あるいは中井さんに伺うと、日本料理をどんな観点から審査されていったのかというこ

とを伺えればと思います。できれば、お 3人にお伺いしたいと思います。 
【中井ＪＥＴＲＯパリセンター所長】ホームページの別紙 1でご説明しましたが、我々は
あくまでもフランス衛生当局が現地の法律に基づいて食品衛生基準でチェックする。それ

に通っていることが前提ということで、それに加えて、行った人たちがトイレを覗いたり

して、清潔さとか、雰囲気を見たというのが我々の委員の考えです。 
【服部理事長】国に差があると思います。アメリカは寿司に関しては結構歴史がありまし

て、カリフォルニアだと「リトル東京」の辺りも随分昔からやっている。あとニューヨー

ク地区はもう 40 年以上前になると思いますが、ありました。ただ、それは日本人の現地
の人が利用するということでした。 
魚の扱い方に関して、現地のお寿司屋さんなり、日本料理屋さんが教えたり、日本から

食材を輸入するというのもありますが、それは並々ならぬ努力だったわけです。ところが、

不衛生な魚介であっても、現地では魚イコール生で食べられると考えている人たちが多い

ということです。ですから、衛生基準がフランス、またパリの衛生基準だと思いますが、

これは独自に生を扱う場合は日本政府としてこういう基準を相手国と打ち合わせて生で食

べるための方法を知らせていただきたいと思います。そこははっきりしていただかないと

うまくいかないような気がします。 
先ほどの内閣官房の知的財産推進本部の委員会でお話し申し上げたのは、まず広めるこ

とは大事だけれども、そして「マル適マーク」というお話もありましたが、マル適マーク

の意味は、推奨のことでパリのガイドブックですね。これは素晴らしい方法だと思います。

現地の人が「あそこだったら安心して行けるよ」というところを示唆してあげる。いまの

ところマル適マークを適用する場合には、僕としてはまず衛生観念を整えるような、先ほ

ど築地を輸出してほしいと言ったぐらいですから、こういった段取りが向こうの魚業者の

組合の関係の人だとか、そういう教え子を通じて話ができるかどうか。ここが一番のポイ
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ントです。その次の段階、又、次の段階、その次の段階ぐらいに皆さんのレベルが相当上

がったらマークを付けてあげるというのを、残りの 9割のお店にしてあげられる時代が来
ると思いますが、いまのところはカリフォルニアロールなどのニュースが出ていました。

オムライスというのが日本にありますが、オムライスというのはフランスのオムレツで、

それにピラフみたいなものを一緒にくっつけて日本流に考えられた料理です。彼らが「こ

んなものは偽者だ」と言った。確かにフランス料理ではないかもしれませんが、我々は喜

んで食べていたわけですからこういうものは認めるべきだろうと思いますし、これはやる

のは国レベルではなく、民間や別の団体にまかせれば良いと思っています。それも推奨店

としてのレベルです。ですから、国の段階ではまず衛生というのを早くやらないと、日本

の健康志向できている生魚文化が一挙に、「日本食は危ない」となったら、すべてのものに

影響するのではないかという恐れを持っているので、そこから入っていただきたいと思い

ます。 
【山縣副会長】全く同感です。風評被害という言葉が出ていますが、1 つの事例を持って
全体をひっくるめられたら本当にたまったものではないと思います。同時に、当然世界の

中で程度の差はかなりあると思います。フランスの衛生基準は日本よりも厳しいと聞いて

います。また、アメリカは合衆国ですから州別にしてもそうだと思います。ただ、過った

形は困りますから、日本食についての安全の基準の指導を示すことぐらいはできると思い

ます。同時に、向こうで調理師の制度があれば地元を尊重しないといけないと思います。 
先ほどのカリフォルニアのお寿司も、あそこで一番売れているわけです。それは、そこ

に住んでいる人が美味しいと認めて売れているわけです。私たちの商売は、お客さんに認

めてもらわなければだめです。昔、業界で「邪道」という話が盛んに討議されましたが、

お客さんに支持されているのが本流です。ただ、余りにも急速に広がり出しているので間

違った形で、わかりやすく言えば偽者と言ってもいいと思います。アメリカでも本当に真

面目にやっているお寿司屋さんのほうが少ないわけです。どこの国と言うと語弊があるか

ら言いませんが、看板だけ立派な日本の看板で、ある意味では似てあらざるものをやって

いるわけです。私は、自分の歩いた道からそこが非常に困った恐いことだと思います。だ

から服部先生と全く同意見で、私は先生の生徒ですから先生の教えを守っているのかもし

れませんが、ずっと寿司屋をやっているとそこに行き着くような思いがいたします。 
【小倉座長】ありがとうございました。 
【北里委員】いま、お三方から極めて的確なご意見をいただきました。服部理事長が最初

おっしゃったように、日本の食文化ということになるとどうしても精神的なものがかなり

入ってくる。それと併せて、いま山縣副会長からお話がありました、そういう基準によっ

ては、日本の食材をせっかく使ってもらっても料理の仕方によっては危険なものになって

しまってはすべてがだめになってしまうということになると、できるだけ数値化して、例

えば、同じ食材を使っても日本の料理の仕方、例えば何度で何分必ず熱することとか、そ

ういうことをやれば、油あるいはソースをいっぱい使って、同じ食材を使っても健康の面
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から考えると雲泥の差がつくわけですから、その辺の数値化をぜひ協力してやっていただ

きたいと思います。 
それから、服部先生が言われた食育基本法ですが、私どもも非常に関係がありますから

いろいろお聞きしていますが、そこで農林水産省、厚生労働省、文部科学省、3 省が一緒
になってやったというところに非常に意味があると思います。今回は農林水産省主導でや

っているわけですが、先ほどから生菌数の基準の問題が出てきますが、これは厚生労働省

の範囲になりますから、ここのメンバーに入るのが非常に難しいようでしたら、オブザー

バーでも何でもいいですから、先ほどの小倉座長の質問に対しても厚生労働省が答える内

容だと思います。そんなようなことを考えると、ぜひ複数の省合同でやるような方向に持

っていけないものかどうか。 
1つの例として、厚生労働省が 2000年に始めた「健康にっぽん 21」というのがありま

すが、例えば、野菜はその時点で日本人一日 290g 食べていましたが、2010 年には 350g
以上にしよう。そういう運動です。これは 2004年のデータだと思いますが、実際には 285g
で止まっています。農林水産省も参加して、新鮮な野菜を一人 350g 食べるようにするに
はどうすればいいか。これは、厚生労働省だけでは絶対にできないわけですから、ぜひ、

複数の省連合で行うことも考えていだきたいという要望であります。 
【山本農林水産副大臣】いまのお話ですが、私もやりたかったのは日本食の定義とか、そ

ういう法律がいろいろあって、その所管が厚生労働省いろいろありますが、基本的にこの

際、この会議については役所的なタテ割りを排除したいというのが基本的に政府の考え方

としてございます。したがいまして、座長にお願いしたいのは、むしろ、答は 1つでなく
てもいいのですが、対象となる日本食の定義みたいなアバウトな皆さんの考え方もひとつ

集約していっていただきたいと思います。 
食育基本法は服部先生を中心に自民党で随分議論してまとめていただきましたが、私も

当時の内閣委員会の筆頭理事で基本的には議論が成立しました。私が 1つお聞きしたかっ
たのは、最近和食がファーストフード化してきて回転寿司など、よく笑い話で、子供がお

寿司屋さんに入って、「ここの寿司屋さんはテーブルが回ってないね」という話がありまし

た。逆にあるファンドの社長さんにお話をお聞きしていたときに、海外で日本食をやりた

い人がたくさんいるけれども職人がいない。国内にもいません。そうなると 、外国向けに、
国内の回転寿司でもアルバイト店員が冷凍されたものを解凍して、ご飯も解凍して、それ

を乗せてそれなりおいしく通っています。そして、衛生基準はクリアしています。 
ですから、下手に中途半端な職人に管理させると食中毒を起してしまうので、職人は一

切排除して、そういう危ないものは全部セントラルキッチンで作って冷凍で海外に送り、

海外では料理人のいない衛星管理者だけ提供でできるという形態のニーズが非常に多いと

いう話はお聞きしています。 
こういうジャパニーズレストランの認証制度ができれば、恐らく、世界中で寿司屋さん

をやったときに、職人はいないけれども、そこから食材を提供してアルバイトの人で賄っ
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て商売になる。これも 1つの、職人のいないレストランも認証対象になるという話になっ
たわけですが。そういう多様なものがありますから、目的が裾野を広げるということにな

ると、実際は国内でも地元の料理屋さんは一所懸命真面目にやっていますが、人が育ちま

せんから、その辺りを考えると、座長も先ほどテイクアウトと言われましたが、まあこう

して話しているとだんだん難しくなりますが、経営者的に言うと職人が要らないレストラ

ン。レストランチェーン店などは、ほとんどアルバイトでやっています。ああいうのをど

う見るか。回転寿司を寿司屋と見なすのか、その辺を最後にお聞かせいただきたいと思い

ます。 
【中井ＪＥＴＥＯパリセンター会長】パリのほうを一言申し上げますと、この委員会の議

論の中では、原則、料理長がいなければいけません。その方が一定のトレーニングを受け

て、先ほどの衛生問題にも絡みますが、そういうしっかりした方がいないといけないとい

うのが基準になっています。ただ、国籍は問いませんから、そこでいろいろな国の方がト

レーニングを受けて、育ってもらいたいということが次の話で大事になってきます。 
それから 3点目は、いま大臣が言われたように私のところではビザ、日本人のいい方を

教えながらする方を連れて来たい。そのビザが大変だということですので、これは皆でい

ろいろ考えていかなくてはいけないのではないかということでこれが出た後に出て来た意

見は、ビザの問題も一緒に考えられないかという話と、言い忘れましたが、隣の店にマー

クがついて自分のところにはまだもらっていない。それは、我々がまだ審査をしていない

店もありましたが、それも早いところ審査をしてくれという。この 2つがいまの反省点に
なっています。 
【服部理事長】フランスに行くと税金の問題がありまして、高級店、これは日本食レスト

ラン価値向上委員会が選ばれた 50 店はきっと高級店だと思います。いわゆるファースト
フードは 5％か 6％の消費税です。ですから、三ツ星のお店の従業員が 1週間に 47時間し
か勤務しないし、税金も高級店は 26.9%にもなるので、えらい苦労しているので店を畳み、
日本のほうが出しやすいというので、フランスの高級レストランは日本出店に意欲的にな

ってきています。まさにそういうことで、税金のことまで考えないと難しいと思います。 
【山縣副会長】まず回転寿司については、一応お寿司です。回転寿司も過当競争になりま

して、勝ち組、負け組がありまして、経営が成り立たないでやめていくところが多いです。

ついでに回転寿司のことを言いますと、お客さんとのつながりはあまりないわけです。お

客さんもぐるぐる回転してくれないと困るので。回転寿司のすぐそばにもっといい回転寿

司のほうに、あっと言う間にお客さんは流れます。だから、やはり通常の店を構えている

寿司屋はやはりお客さんとのつながりを大事にしなければいけないし、これはできる商売

です。でありますから、いわゆるたるんでいたお店の経営がいかなくなったというのが実

情です。 
もう 1つ、料理の基準ですが、先ほどどなたかおっしゃっていましたが、数値化するこ
とはできます。これは日本の調理師の法律です。例えば、冷蔵庫のドアをどういう具合に
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しろとか、酢を使いないとか、これは数値化できるし、しなければわからないでしょうね。

言葉も通じないような国を相手に広めていくには、数値で指導するよりしょうがありませ

ん。ところが、先ほどちょっと触れましたが、アメリカのほうでは数値を設定するのは結

構ですが、誤解に基づく数字では困ります。5℃以下のお寿司、冷蔵庫に入れたようなお
寿司はバラバラになって酢飯はうまくありません。わざわざ私たちは人肌の温度といって、

37℃～38℃に湯水といってお湯を入れて、そこにシャリが冷めないように、昔の人は藁を
巻いて冷めないようにした。それは、自分の体温に近い状態で入ってきて、魚がヒヤッと

すると違和感があっておいしいわけです。ところが、酢飯を 5℃にしなさい。あるいは 60℃
以上になったら食べられません。ロサンゼルスのほうが非常に厳しくなって、そういう法

律をつくりました。それで、向こうにも食品の団体がありますので、関係の保健局を呼ん

で、とんでもないと言って。しょうがないので、少し緩和してもらいました。一応、向こ

うは出した以上プライドがありますから、その数字をひっくり返すことはできませんでし

たが、炊いて 3時間だったらいいでしょうということで、その調べは日本よりよほど厳し
いようで、いきなり来てやるそうです。だから、一応は炊いてから 3時間は美味しい状況
で出してくれ。それを過ぎて残っていたら廃棄するというようになっているようです。 
そうでありますが、日本が世界に示す場合には統一して数値化するのが一番よろしいの

ではないでしょうか。 
【久保委員】組合で出せますか。 
【山縣福会長】ある程度出せます。既に日本の調理師がありますから。同時に、副大臣が

おっしゃっていましたが、9.11以来、本当に入れなくなりました。私たちも青年の交流と
言って、日本から毎年 10名ばかり向こうで研修して来ます、わずか 10日間ぐらいですが。
向こうに行って寿司をやると言ったら強制送還されました。我々は、それを聞いているの

で、「絶対に寿司をやると言うなよ」と言っていたんだけど、うっかり正直に言って強制送

還させられました。だから、そういうところはアメリカの国民のためにも、向こうの人は

受け入れているわけですから、やはり技術を持った調理師学校を出て資格を持っている者

はもう少し優遇してくれないと困りますね。アメリカとか、ナショナリズムが世界的に台

頭しているようですから、ドイツにしてもなかなか入れなくなっていますが、そういう意

味では、この辺はお国の出番であろうと思います。 
【服部理事長】ヨーロッパは肉の食べ方の歴史に関してそうとう長い経験をお持ちです。

我々が舌を巻くほど熟成の仕方とか、我々が知らない取り扱いの方法を随分ご存知です。

ところが、生魚を食べるということの基準に関しては、ここ数年の日本食ブームが起きて

から現地の人が扱い始めて 10年そこそこです。もちろん 40～50年前から店はありました
が、その 10 年が全部ことごとく臭くて危ないというのが本当の話ですから、魚の扱い方
というのはまず第 1に、せっかくできている委員会ですから国レベルでそこをまずやって
いただきたい。 
【小倉座長】よろしいですか。はい、どうぞ。 
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【佐竹委員】和食の定義を考えるのが我々は難しくて、ある資料を調べたら「和食」と書

いてあるジャンルだけで、会席料理から創作まで 81 品目あります。お寿司ばかりの意見
が出ましたが、もちろん日本料理も「椀、刺」ということで、椀物と刺身が重要です。で

すから、基準を統一するのは不可能に近いと考えます。 
私見としまして、ジャンル別に 5つぐらいの項目に分けて基準づくりを推進したらと考

えます。農水省の資料でも３つに分けておられますが、1 つ目が丼もの、うどん、そば、
ラーメンらの部類。2 つ目が寿司・てんぷらの部類。3 つ目がすきやき、鉄板焼き、しゃ
ぶしゃぶ、ヤキトリ部門、４つ目がＫＡＩＳＥＫＩ部門として、５つ目が創作料理部門で

す。その 5つに分けて、それぞれ権威の方が基準作りをするとわかりやすい基準づくりに
なるのかなと考えています。 
【小倉座長】ありがとうございました。私の司会の仕方が非常に悠長で、申し訳ありませ

んが、きょうは討論の時間がなくなりました。きょうのお 3方からのご意見の開陳、大変
貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 
それに対する質問の中に、各委員の方々のいろいろなご意見もそれとなく含まれていた

と思いますが、ただ農林水産省にまとめていただいた論点の整理（資料 2）、これは今後の
この懇談会で論議する上で、いま佐竹委員も言われました問題も含め重要な論点が含まれ

ていると思います。 
このペーパーが 1つの基礎になると思いますが、今日のご意見を聞いても、まずよい素
材を確保するという問題。それからよい料理の問題、よい料理人の問題、よい店の問題、

これはそれぞれ別の問題になって、どこに焦点を当てるかということがまず 1つの大きな
問題であると感じられるわけです。 
第 2は、きょういろいろ出ましたが、いま佐竹委員のほうから日本料理と言ってもいろ
いろなジャンルがあるというお話がありました。いい店とか、いい料理人とか、いい素材

とか、いい料理と言ったときに、それは一体何を意味するのかということについて、どう

いうことを考えるのか。サービスとか、そういうことも入れたらいいではないかというご

意見もあるようですが、そういう問題。 
もう 1つは、プロセスというか、審査なり、認証するにしても、リコメンデーションす
るにしても、そういうものをどのようにやっていくのかという問題。それから、そういっ

た過程でいろいろ出てくる日本料理のあり方とか、きょうも衛生基準の問題もいろいろ出

てきましたが、こういうものを守ってもらわなければいけない、そういうことは、何も認

証行為とか、勧奨するということとは離れて、日本の食というものを世界に広めていくた

めに、やはり情報として、あるいは 1つの基準として皆に知っていただかなくてはならな
い基礎がある。そういう情報なり、本なり、材料なり、ビデオなり、これから作る必要が

あるのかというのは、認証とか、リコメンデーションとかいうことは別の問題ですが、同

時に表裏一体の問題です。たしか委員の中でも情報発信ということを非常に強調されてい

る方がいらっしゃると思いますが、そういうことが問題であると思います。 
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それからもう 1つは、勧告がいいのか、認証がいいのか、どういうふうにするのかとい
う問題がそこにある。世の中で、私もきょういただいた資料の中で eメールなどを拝見し
ましたが、非常に多くの方が、認証なり審査なりを行うプロセスの問題と、最終的に誰が

決定を下して、最終的に誰がそういうマークを付ける責任を負うかという問題を混同して

おられるように思えます。実はいろいろなことを議論していくそのプロセスの問題と、最

終的に何か認定するなり、リコメンデーションする主体が誰で、その人はやる以上は責任

を持たなくてはいけませんから、ちゃんと責任を持てるかどうかということ。それを決め

ていく際のプロセスの問題とは一応切り離して考えないといけないと思いますが、議論に

若干混乱があるように思います。 
最後に、いろいろな方がおっしゃった、どういうことをやるにせよ、それが有効に働い

ていくためには人材の育成、あるいは流通機構の整備とか食材、輸出ができないようでは

話にならないとか、いろいろあると思います。これからせっかくやろうとすることが、さ

らに効果を生んでいくためにやらなくてはならないこと。そういうことが論点の整理の中

に入っていると思います。 
時間がありませんので、私はきょうどうしても論点整理のペーバ―について、こういう

論点の整理の仕方自体が自分としては納得いかないとか、あるいはちょっとおかしいでは

ないかという基本的なことがあれば、その意見をお伺いして、あとは各論点についてのご

意見はｅメールなり、文書なりで、農林水産省の事務局のほうにご提出いただく。そして

次回会議までに各委員の方の意見がある程度、他の方にもシェアできるような状態を作っ

ておく。特にこの論点の整理については一々全部について大ペーパーを書いていただくと

いうご負担をかけるつもりはありませんが、時間がありませんし、何かそういうようなこ

とをやって、きょぅの時間がなかったことの代わりにしたらいかがかと思いますが、特に

この段階で論点ペーパーについて一言ぜひ言っておきたいということがあればどうぞ。 
【米濱委員】お尋ねしたいのですが、マスコミ等でこの日本食認証制度について非常に辛

らつな記事を見ますが、メール等が来ている中には賛成派も相当あると思いますが、比率

としてはどのぐらいですか。 
【櫻庭食品産業振興課長】概ね半々でございます。傾向としては、どちらかというと、日

本国内のほうが反対の方が多いかな。海外からのご意見のほうが賛成の方が若干多い。そ

ういう傾向があるように見られます。 
【山本農林水産副大臣】何をやっても反対はいますから、あまりマスコミに振り回されな

いほうがいいかなと思います。 
【米濱委員】でも、半々というのはあれですね。 
【小倉座長】反対があるということは、我々は非常に重要なことをやっているということ

でもありますし、それだけ関心もあるということです。ただ、それだけによく議論を尽く

していただかなければいけないと思います。そういう意味におきましても、きょうせっか

くお 3方に来ていただきましたので、それも参考にさせていただきながら、ぜひ委員の方
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に、ご負担をおかけして申し訳ございませんが、この論点に沿わなくても結構ですから、

これを 1つ頭置いていただいて、ｅメールなり、ＦＡＸなり、手紙なりで、事務局のほう
にぜひ送っていただければと思います。 
 
5閉 会 
 
【櫻庭食品産業振興課長】それでは事務的な話で恐縮ですが、第 3回目の会合につきまし
ては、皆様のご日程を調整した上で後日ご案内させていただきたいと思います。また、お

約束でございますが、本日の議事録につきましては至急取りまとめまして、皆様にご了解

を得た上でホームページに掲載したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 
以上でございます。 
【小倉座長】どうも、本日はありがとうございました。 
 


