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島村 知亨 

              

南 直人氏 
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 立命館大学 

  農林水産省 東海農政局   

  消費・安全部 部長 

・和食文化の保護・継承について 

・郷土食について 

・有機農産物・環境に対する意識 

・ヨーロッパにおける食に関する変化 

～こんな話を聞きました～  

和食文化の保護・継承について 

 島村：南先生は和食文化学会の設立と運
営に関わってこられたと伺いました。和
食文化の保護・継承について先生のお考
えをお伺いしたいと思います。 

 南：世界的に、和食は健康に良いと考え
られています。科学的なデータを揃える
必要がありますが、和食は全般的に動物
性食品の使用が比較的少なく、脂肪分も
低いので、単に健康的であるというだけ
ではなく、食育推進基本計画の重点事項
である「持続可能な食を支える」という
意味では、「地球にやさしい」といった
意味もあるのではないかと思います。 

 また、和食は、世界的に「食の価値」と
いうものが認められており、その保護・
継承はぜひとも推進すべきであると考え
ます。  

 皆さんに和食に親しんでいただくために
は、何が必要だとお考えですか。 

 「和食というものはきちっとやらなければ
いけない」という発想をとっぱらってしま
うことが重要だと思います。例えば、だし
の素を使えば簡単にだしの味が出すことが
でき、それに味噌を溶くだけですぐに味噌
汁ができる、また、冷凍食品やインスタン
トの味噌汁でも良いと考えると、まだまだ
一般の方に和食を広める余地はあるのでは
ないかと考えます。  

 和 食 は、「ハ ー ド ル が 高 い」、「難 し
い」、「時間がかかる」といったイメージ
があります。例えば、かつお節と昆布では
旨味が出る温度が違うというのは、プロの
人から見ると知っていて当たり前のことで
すが、一般の方がそれを知らなければ和食
を作れないということであれば、和食離れ
が起こっても仕方がないと思われます。 

 和食的なスタイルの食事をすると、意識し
なくてもどちらかというと野菜摂取がしや
すくなると思われます。味噌汁にはいろい
ろな具を入れますが、野菜やワカメなどの
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・食育に人類の未来がかかっている！ 

 

～番外編～ 

 和食とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
は、親和性は高いと思いますが、それが
すぐに一般国民の食生活の変化につなが
るかというと、そう簡単にはいかないだ
ろうと思います。  

 和食の基本は「一汁三菜」と言われていま
すが、料理研究家の土井善晴氏は「一汁一
菜でよい」とおっしゃっています。全くそ
のとおりだと思います。 

画像引用元： 

立命館大学Webサイト 

 和食にはどのようなメリットがあるとお
考えでしょうか。 

東海農政局は、東海地域で活躍されている学識経験者や

地域で活動する方と対談を行い、その幅広い視点を皆さ

んにお伝えしています。 

今回は、番外編として滋賀県草津市の立命館大学 

食マネジメント学部 南 直人教授にお話を伺いました。 
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 植物性のものが入っています。おかずの場
合、例えば、豚カツにキャベツが付け合わせ
で付いてきます。和食的な食事スタイルをす
ることによって、野菜の消費量が増えると考
えます。 

 また、魚の消費量が減っているという問題も、
和食的な食事スタイルだと、刺身や焼き魚でな
ければならないということではなく、例えば、
海外ではすり身、カニカマがはやっています
が、そういった水産加工品も含めて魚と考えれ
ば、もっと消費が増えると考えます。 

 農林水産省では環境に配慮した有機農業
を推進しています。ヨーロッパでは有機
農業や環境に対する関心が高いですね。 

 南先生は、ドイツを中心とするヨーロッパ
の食文化を研究されていると伺いしまし
た。食に関する変化はありますか。 

 ドイツは肉食文化の代表的な国の１つです
が、肉に対する風当りが強くなってきて、
傾向としては、肉やソーセージといった伝
統的食文化からだんだん人々が離れていま
す。全員ではないと思いますが、ベジタリ
アン的な傾向がエリート層の中では強まっ
ているように感じます。  

 ヨーロッパでは肉食には、例えば、牛肉の
生産を拡大するためにブラジルの熱帯雨林
を切り開いて牧場を作って牛をたくさん
飼って、そこで牛がゲップをして温室効果
ガスを出すというようなイメージが付いて
回る傾向があります。  

 和食をPRする際に重要なことはありま
すか。 

 日本人の深刻な健康問題の１つとして成人
男性の肥満があります。こんな食生活をし
ていたら将来、病気の人生が待っているか
もしれないからもう少し自分の食生活を考
え直したほうが良いと、中高年男性の意識
を変えていくことが必要なのではないかと
考えます。そういった視点も、和食文化の
推進に役立つのではないのでしょうか。 

 和食を推進するキャンペーンなどには、い
わゆるジェンダーバランスの視点が欠けて
いるものもあると感じます。お母さんだけ
がご飯を作るというようなイメージではな
く、お母さんとお父さんが一緒に作ってみ
ませんか、ということを言う必要があると
考えます。 

 
ベルリンなどでは、ビオ（有機）食品は、
ディスカウントストアやスーパーマーケッ
トでも売られていますし、ビオ食品専門の
スーパーマーケットもあります。歴史的に
は、19世紀末頃からいわゆる「オルタナ
ティブ（※）」運動、当時は知識人エリー
トだけの非常に小さな運動でありました
が、ドイツの場合、1970年代くらいから
「緑の党」（環境政策を重視する政党）が
国政レベルでも勢力を伸ばしていく中で、
健康というものにとても敏感になってきた
と思います。現代においては、有機や健康
食品といったものが、かなり一般国民の間
にも浸透していると思います。おそらくド
イツだけではなく北欧のフィンランドやス
ウェーデンといった国々に共通して見られ
る傾向ではないかと思われます。 

  ※オルタナティブ：主流の方法に変わる新しいもの 

ヨーロッパにおける食に関する変化 

有機農産物、環境に対する意識 

 フランス料理などのいわゆる料理芸術の最
先 端 は 現 在 北 欧 で す。デ ン マ ー ク に
「noma（ノーマ）」という有名なレスト
ランがありますが、できるだけ地産地消で
環境に良い料理を作っています。そのため
に昆虫を利用することもありますが、地産
地消や環境に対する意識はどちらかという
とヨーロッパの北の国々が強いと思われま
す。それに比べると日本は地産地消や環境
に対する意識がまだそれほど一般に根付い
ていないと感じます。  

 また、日本では多くのグルメ番組が放送さ
れていますが、多くの人が見る番組を作る
人間の責任として、大食いを煽ったり食べ
物をおもちゃにするのではなく、フードロ
スや地球温暖化の問題などを意識して作る
必要があるのではないかと思います。 

 愛知県で今年（令和４年）６月に開催し
た食育推進全国大会ではNHKの取材が行
われ、ローカルニュースで放送されまし
た。NHKは各都道府県の支局でのローカ
ル放送のほか、「うまいッ！」という食
の情報番組を全国放送しています。食に
対する関心が高まっている中で、このよ
うなところから情報発信を強化していく
ことが重要だと考えます。 

小田原かまぼこ 

関西地方で主流の焼きかま

ぼことはまた違う、江戸好

みの蒸しかまぼこ 

（画像提供元 : 小田原蒲鉾

協同組合） 

食品ロス削減国民運動 

ロゴマーク 

「ろすのん」 
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郷土食について 

 南先生は「郷土食・郷土料理」に関する
研究もされていると伺いました。郷土食
を守っていくために重要なことは何で
しょうか。 

食育に人類の未来がかかっている！ 

 滋賀県は、鮒ずしなどが全国的には知ら
れていますが、それ以外にもたくさんの
郷土食があり、それがどんどん失われて
います。市町村よりもっと小さな範囲で
郷土食が残っています。郷土食の保護活
動は高齢者中心になると思いますが、何
らかの形で若い人を巻き込む必要がある
のではないかと考えます。 

 ほかに郷土食を守っていくために重要な
ことは何でしょうか。 

 農林水産省は、「消費・安全対策交付金」
で地域の食文化の継承などの取り組みに対
して事業費の半分を支援する取り組みな
ど、地域固有の多様な食文化の保護・継承
に取り組んでいます。この取り組みを進め
る上で研究者の方々との連携が重要と考え
ていますが、ご助言を頂けますか。 

 長野県木曽地方には「すんき」という塩
を使わない漬物があります。漬物は大量
に食べると塩分過剰になるので健康には
良くないですが、すんきはそういった心
配がないと聞いたことがあります。そう
いったそれぞれの地域の郷土食の掘り起
こしが重要だと思います。 

 郷土食の復活・保護の活動は非常に草の
根運動的なもので、なかなか成果がすぐ
出るようなものではありませんが、その
ような活動も続けていく必要があるので
はないかと考えています。 

 最後に、「食の未来」や「食育の推進」に
関してどのようにお考えでしょうか。 

 将来、食料を生産するということと、環境を
守っていくということの両立が果たして可能
なのかどうか、楽観論と悲観論の両方があり
ます。楽観論の立場に立つと、フードテック
で大豆たん白や培養肉といったものを開発す
ることによって、肉食に伴う弊害を抑えるこ
とができると考えます。そのほか、工場で野
菜を作るなど様々なことが可能になるだろう
という楽観的な見方もあります。しかし、そ
れが果たして問題の根本的解決になるのかと
いう悲観的な見方もあります。 

 農林水産省Webサイトの「うちの郷土料
理」という企画は非常に楽しくて、見て
います。 

 食の未来を考えていくときに、「自分の食行
動が果たして地球にどのような影響を与えて
いるのか」ということも考えながら食べるこ
とも必要なのではないでしょうか。そういっ
たことも取り入れながら食育の推進を図って
いく必要があるのではないかと考えます。大
げさに言えば、「食育に人類の未来がかかっ
ている」と言えるのではないでしょうか。 

すんき（すんき漬け） 

赤かぶの葉を塩を一切使わずに

「すんき種」を加えて乳酸発酵

させた無塩の漬物  

（画像提供元 : 中澤 弥子氏） 

 

 滋賀県の場合、当学の食マネジメント学
部がありますので、学生を郷土食の発掘
や調査に巻き込んでいこうと思っていま
す。小学校、中学校、高等学校でもその
ような発掘活動が地域レベルでできれ
ば、和食文化の推進にもつながっていく
のではないかと考えています。 

立命館大学 食マネジメント学部 食マネジメント学科  

南 直人（みなみ なおと）教授 

プロフィール〈インタビュー時〉 

----------------------------------------------- 

〈学  位〉大阪大学 博士（文学） 

〈専門分野〉西洋史学、食文化研究 

〈主な著書〉 

◆「＜食＞から読み解くドイツ近代史」 

  ミネルヴァ書房、2015年 

◆「世界の食文化⑱ドイツ」農文協、2003年 

◆「宗教と食」（食の文化フォーラム32） 

  ドメス出版、2014年（編著） 

ふなずし 

塩漬けしたフナを丸ごと米

と漬け込み、発酵中に産生

する乳酸で骨が軟らかくな

り、骨まで食べることがで

きる 

 一般社団法人日本家政学会 食文化研究部会
は、食育の問題も含めて、おそらく日本で
一番活発に食文化に関する研究活動をして
いる組織だと思います。そこの先生方は、
様々な現場に出かけて実践的な研究をされ
ていますので、そういった先生方とのコ
ミュニケーションも食育の推進に役立つの
ではないかと思います。 

（対談日：令和4年8月24日） 


