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日本の食文化
古きを楽しみ新しきを喜ぶ

日本政府の政策やその他の事項について
さらに詳しくお知りになりたい方は、
以下のサイトをご覧ください。
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/

2000年以上前、アジアからの水稲耕作伝
来を機に、日本に米中心の食文化が根づき
ました。季節の野菜や魚介類と一緒に供さ
れる米飯の伝統は、江戸時代（1600～1868年）
に極めて洗練された形態に達し、今なお日
本料理の根幹として生きています。しかし
150年前に西洋社会への扉が再び開かれてか
らは、日本古来の料理以外にも、多くの外
国料理が日本人の好みに合った形で、ある
いはほぼ原型のままで取り入れられ、驚く
ほど豊かでバラエティに富んだ食文化が生
まれました。

日本料理の起源

6世紀の仏教伝来以降、法律や詔勅により
次第に鳥や獣を食べることが禁止され、ほと
んど全ての肉食が排斥
されました。精進料理
という菜食主義の料理
は、後に禅宗によって
広まります。醤油、味噌、
豆腐、その他の大豆製
品など、今日日本人が
食べている多くの食材
や調味料は、15世紀ま
でにほぼ出揃っていま
した。同じ頃、手の込

本膳料理
正式な料理の例。食事は
本膳という脚付きの膳に
のせて供される
© Kodansha

米
日本の食文化の主役であ
る米。日本人は今も昔も米
を作り、米を食べてきた。
実りの時期を迎え、刈り入
れを待つばかりとなった
青森県岩木山の麓にある
田園風景
© Aomori prefecture
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んだ正式な饗宴料理が生まれましたが、これ
は朝廷貴族の料理に由来するものです。本膳
と呼ばれるこの料理は、茶懐石、会席ととも
に日本料理の基本を成す三様式の一つに数え
られます。
茶懐石は、食材の新鮮さや季節感だけで

なく、見た目の美しさに重きを置くことで、
本膳の形式を、禅の精神と質素さとに結びつ
けました。一方、会席料理は 19世紀初めに
現在の形に整えられ、今日では、料亭と呼ば
れる一流の日本食レストランや伝統的な日本
旅館で供されています。会席料理は新鮮な季
節の食材や美しい盛りつけという初期の伝統
を保っていますが、作法の決め事は少なく、
他の料理に比べてくつろいだ雰囲気が特長で
す。食事中にお酒が出されますが、一般に日
本人はお酒を飲みながらご飯を食べることを
しないため、ご飯は最後に出されます。食事
は食前酒に始まり、刺身・吸い物・焼き物・
蒸し物・煮物・和え物と順に続き、その後に
味噌汁・漬け物・ご飯・和菓子・果物が出さ
れます。最後はお茶で締めくくります。日本
人でも本格的な会席料理を経験する機会は滅
多にありませんが、会席で供される料理の種
類や順番が現代の和食のフルコースの基本と
なっています。
今日、多くの人に親しまれている寿司は

19世紀初めに江戸（現在の東京）で生まれ
たもので、酢飯に生魚や貝をのせたり組み合
わせて作る料理です。当時軽食であった寿司
の屋台が今日の寿司屋の起源です。

日本に根付いた外国料理

16世紀後半、ヨーロッパの宣教師たちの
来日によって、日本は初めて本格的に西洋と
直接的に接触することとなりました。この頃、
鳥や獣の肉を油で揚げるスペイン・ポルトガ
ルの料理法と、野菜を油で調理する中国の料
理法を組み合わせて、魚介類や色々な野菜に
衣をつけて揚げる料理が登場しました。これ
が人気の日本食、天ぷらに発展したのです。

19世紀半ば、西洋への扉が再び開かれる

と、新しい調理法や食習慣が多く日本に入っ
てきました。中でも肉食は最も画期的なもの
といえるでしょう。牛肉、野菜、豆腐などを
醤油、味醂、砂糖のたれで味をつけ、卓上で
調理するすき焼きは、今では和食と思われて
いますが、元々は「西洋風」飲食店で出され
ていました。この頃生まれたもう一つの人気
料理がトンカツで、これは豚肉にパン粉をま
ぶして油で揚げたものです。また、20世紀
初め、インドのカレー粉を使って生まれた
料理が英国経由で日本に入り、日本風カレー
ライスとして大変な人気を博しました。これ
は野菜や肉、または魚介類の入った濃厚なカ
レーソースをご飯にかけたものです。

現代の食卓

現在、一部の辺境地域をのぞき、日本の
あらゆる地域にスーパーマーケットやその
他の食品店があり、バラエティ豊かな食材が
店頭に並んでいます。家庭の日常の食卓に
も、色々な国から来た様々な料理を見ること
ができます。その一方で本来の日本食は今も
健在で、家庭の「日本食」にはご飯・味噌汁・

弁当屋
このようなチェーン店で
様々な弁当を買うことが
できる。英語では「ボッ
クスランチ」と言うが、
弁当は夕食にもよく食べ
る。多くの場合は持ち帰
りのみだが、テーブルを
用意している店もある
©  Kodansha International

寿司屋
テーブルもあるが、お客
は冷蔵ガラスケースの中
の新鮮な魚介類が見える
カウンターの席に座るこ
とが多い。ネタを選んで
直接板前に注文する
© Miyagi prefecture

寿司
握り寿司の例。手で形作っ
た酢飯に生魚や貝などの
切り身をのせる。酢飯と
ネタの間には通常ワサビ
を少量入れる
© Kodansha
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漬け物が欠かせません。この 3品のほかに野
菜料理・豆腐・焼き魚・刺身、それに様々に
調理された牛肉・豚肉・鶏肉などが出されま
す。料理の種類は、地方や季節、家庭の好み
によって大きく異なります。
和食に代わる人気料理としては、中華風の

肉や野菜の炒め物、韓国風の焼き肉などがあ
ります。アメリカ風、フランス風、イタリア
風、その他エスニック料理に挑戦する人もい
ます。子供にはスパゲッティやハンバーガー、
先に述べたカレーライスが特に人気です。
この数十年の間に日本の食習慣に大きな

変化がもたらされました。現在でも自宅で夕
飯をつくる家庭が主流とはいえ、家庭外で調
理された食事が家庭料理に置きかわりつつあ
ります。市街地では以前から、寿司や中国風・
和風の麺類、和食の弁当の宅配（出前）があ
りましたが、今ではピザその他の様々な料理
も宅配で注文できます。さらに、スーパーマー
ケットでも寿司や天ぷら、フライドチキンな
ど多くの調理済み食品を買うことができ、ま
た、一部地域を除き全国どこにでもあるコン
ビニのおかげで、ほとんど誰でも調理済みの
弁当等の食事を買えるようになりました。

外食

寿司は数ある日本料理のなかでも、世界
の食文化に最も大きく貢献した料理です。ふ
つうお客は寿司屋のカウンターに座り、一品
ずつ板前に注文を言います。また、回転寿司
のチェーン店もとても人気があります。ベル
トコンベアにのって回転する小皿には寿司が
2貫ずつ盛られており、お客はこの中から好
きなものをとって食べます。好みのものがな
ければ別に注文することもできます。海外の
日本食レストランではひとつの店で様々な料
理を出すところが多いですが、日本では一般
に寿司屋、天ぷら屋をはじめ、しゃぶしゃぶ、
すき焼き、うなぎ、そばやうどんなどの麺類
というように、それぞれ専門の店に分かれて
います。個々の店が専門の料理を扱うのが基
本ですが、例外もあります。ファミリー・レ

ストランのチェーン店では通常、和食・洋食・
中華と幅広いメニューを取り扱っています。
ラーメン店と焼肉店は日本全国に数多く

ありますが、いわゆる「純和食」ではあり
ません。ラーメン店は、中華風の麺と醤油・
味噌・塩などで風味をつけたつゆに、チャー
シューやモヤシ、ニラなど色々な種類の野菜
を、大きなどんぶりにたっぷり盛ってすすめ
ます。これに餃子を併せて注文する人も大勢
います。一方、焼肉店は韓国風バーベキュー
をベースにしたもので、お客はテーブルにし
つらえた炭火またはガスの上で、一口サイズ
の牛肉、豚肉などや野菜を焼いて食べます。
このほかにフランス料理・イタリア料理・イ
ンド料理・中華料理・韓国料理その他の外国
料理を出すレストランが多くの都市に多数
あり、東京ではほぼ世界中の料理を楽しむこ
とができます。
価格面から見て、高級な会席料亭やフレ

ンチ・レストランの対極的にある外食が屋
台です。屋台は街中やお祭りなど、人の集
まる屋外イベントではお馴染みの光景です。
最も人気の屋台は、焼きそば・焼き鳥・お
好み焼き・フランクフルト・じゃがバター
などです。

料理の文化交流

先に述べたように、日本は 100年以上に
もわたって熱心に外国料理を「輸入」してき
ましたが、この間、反対方向へ「輸出する」
ことはほとんどありませんでした。しかしこ
の二、三十年の間に、健康を維持するために
は健康的な食生活が重要であるとの認識が
広まり、これが海外で空前絶後の日本食ブー

日本旅館の食事
高級日本旅館では一般に、
このように皿数の多い豪
華な会席風の食事を出す
© Fukui prefecture

ラーメン
この中華風麺料理は価格も
安く、日本全国で大変人気
がある。地方によってバリ
エーションがあり、その種類
も豊富。お湯を注ぐだけで
食べられるインスタントラー
メンは乾燥した麺を包装し
たもので、安価な料理とし
て世界中で親しまれている
© Kodansha International

お好み焼き
このパンケーキのような
料理は、生地になる小麦
粉と卵・水・刻みキャベツ・
肉やエビなどの材料で作
られる。これは広島風の
お好み焼き
© Hiroshima prefecture

焼き肉
自分で一口大の牛・豚その
他の肉をテーブルで焼き、
好みのたれをつけて食べる
© Miyagi prefecture
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ムを引き起こしたのです。世界中の大都市で
日本食レストランの数が爆発的に増えていま
す。海外の大多数の日本食レストランが寿司
を扱い、またそのほとんどが天ぷらなど他の
料理をメニューにのせています。一方、ラー
メンやそばなど低価格の麺類専門店の数も増
えています。2006年の農林水産省の統計に
よると、全世界の日本食レストランは 2万店
を超え、うち約 1万店が北米にあると推定さ
れます。アメリカの日本食レストラン総数は
この 10年で 250パーセント、英国では 5年
で 300パーセントそれぞれ増加したといわれ
ています。この統計によると、アメリカの日
本食レストランオーナーのうち、日本出身者
は 10パーセント未満です。アメリカの繁華
街やショッピングセンターにある日本食レス
トランの多くが寿司を出しますが、他のメ
ニューは純和食というよりも中華風の炒め物
というのが普通です。
海外で「和食」として販売されている料

理の品質や信頼性を懸念する声に応えて、
2006年末、農林水産省は、国外の日本食レ
ストランの認証制度について検討を始めまし
た。現在イタリアやタイは、自国料理に同様
の制度を適用しています。これとは別に、日
本貿易振興機構（JETRO）は既にフランスの
日本食レストランを査察・評価する団体を援
助しています。
日本とフランスの若いシェフが互いに勉

強する機会を与え、フランス人シェフが、本
場の和食の特徴を学ぶのを助けるために、
日本料理アカデミー（the Japanese Culinary 
Academy）は 2005年から、京都と大阪で日
本料理研究会（Japanese Culinary Fellowships）
を開いています。来日したフランス人シェフ
たちは、京都の一流料亭の厨房で学びながら、
日本の伝統的食文化に関して様々な体験をす
ることができます。

テレビ・マンガでの料理

日本が世界に輸出したのは、料理だけで
はありません。『料理の鉄人』という料理
ショーもまた海外で大変な人気を博しまし
た。1993～ 99年まで国内で放映されたこの
番組では、国内外のシェフが、番組レギュ
ラーの鉄人シェフに挑戦します。『料理の鉄
人』は、食と料理をテーマにしたショーとし
ては、日本のテレビで長期放映された唯一の
番組です。このようなショーは最近極めて
人気が高く、現在 15以上の番組が放映され
ています。番組全体で料理を扱うほか、多く
のバラエティーショーも有名人の料理コー
ナーを定期的に設けています。一番有名な
のが、極めて人気の高い男性アイドル歌手
グループ、SMAPの登場するバラエティ番組
『SMAP× SMAP』の料理コーナーである『ビ
ストロ SMAP』です。
また、食と料理をテーマにしたマンガも

非常に多く、いくつかのマンガはテレビのア
ニメ・シリーズになりました。

蕎麦
写真はざる蕎麦という冷
たい蕎麦で、通常はワサ
ビやネギを添えたつゆに、
長い麺を浸して食べる
© Kodansha International

社内食堂
大企業のオフィスビルに
は、従業員が低価格で様々
な昼食を楽しむことがで
きる社内食堂が用意され
ている場合も少なくない
© Kodansha International

焼き魚
伝統的な日本の朝食では、
このような焼き魚がよく
出される
© Miyagi prefecture

料理マンガ
食と料理をテーマにしたマン
ガのシリーズは数多くある。
左の写真は、そのうちの 3作
品を並べたもの
© Kodansha International


