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In 2013, “Washoku: Traditional Dietary Cultures of the Japanese” was

2013（平成25）年に「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形

inscribed as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. As a result of this

文化遺産に登録されました。これを契機に「日本の食」
「日本の食材」に

recognition, interest in Japanese cuisine and Japanese ingredients

対する関心が高まっています。訪日前の外国人観光客が期待することの1位

increased considerably. The number one most anticipated aspect of

*1
が「日本食を食べること」
、また外国人の好きな外国料理でも「日本料

visiting Japan for overseas tourists is to eat Japanese food *1 and the

理」*2が1位に挙げられています。

most popular international cuisine liked by people living in other

大阪は「天下の台所」と呼ばれ、「くいだおれ」の都として、たこ焼きや

countries is also Japanese food *2.

お好み焼きなどの粉ものから、割烹、料亭で饗される四季折々の日本料理、

Osaka is known as the “Kitchen of the World.” It is a city known for

世界各国の料理まで、幅広く多様な食の魅力にあふれています。世界的な

eating until you collapse and a wide variety of the famous local dishes

食の都としての認知度は高まっています。食は大阪にとって重要な観光資

are made using flour. Some of these include the renowned takoyaki

from around the world are also available here, and the charm of the
food culture is abundant throughout the city. Osaka has become more
and more recognized as a world-class city for cuisine, and the food is

Int r o d u c t ion

an important resource for tourism.
The Osaka Convention & Tourism Bureau will further develop its
gastronomy tourism campaign, taking advantage of the ingredient
selection, food culture, and rich history in Osaka and Kansai, and
using this potential to promote “Osaka; Gastronomic Capital of Japan”
to the world. There will also be collaborations with many international
gastronomy networks. The partnership with Relais & Châteaux for
Delicious Journeys 2019 is the first important step for this.

What Delicious Journeys 2019 strives for.

establishments like kappo and ryotei style restaurants. Various cuisines

「デリシャス・ジャーニーズ」が目指すもの

and okonomiyaki, as well as seasonal Japanese cuisine served at

源でもあるのです。
大阪観光局は、大阪・関西が有する食材や食文化、歴史に育まれたポ
テンシャルを活用した「ガストロノミー・ツーリズム」構想をさらに発展させ、
「食の都・大阪」の世界発信に取り組みます。世界の様々なガストロノミー
ネットワークと連携。今回、ルレ・エ・シャトーとのパートナーシップのもと
に行う「デリシャス・ジャーニーズ 2019」は、その最初の重要な一歩です。
大阪観光局
大阪・関西の食、
食文化を
世界に発信
To share information
about Osaka and Kansai food
and food culture to the world.

*1	
「訪日外国人消費動向調査」2018年、観光庁
*2	
「日本食品に対する海外消費者アンケート調査」
2014年、
日本貿易振興機構調査

Osaka Convention & Tourism Bureau

*1		
“Consumption Trends of Foreigners Visiting Japan - Survey”,
2018, Japan Tourism Agency.
*2		
“Survey concerning overseas consumption of Japanese food”,
2014, survey by the Japan External Trade Organization.
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世界のシェフと
大阪の料理人との
イノベーションの機会を創出
To create opportunities for
international chefs to
collaborate with Osaka on
exciting innovations.

新しい大阪の食の
魅力を造成
To successfully promote
new and appealing
Osaka cuisine.
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大 阪 ・ 関 西 の 食 材

畜産
MEAT

大阪の畜産業は、小規模ながら消
費地に近い環境を活かし、消費者
とコミュニケーションを取りながら、
新鮮で安心安全な畜産品を供給す
る、典型的な都市型畜産として発
展してきました。

Despite being small in scale,
Osaka’s livestock industry, has
taken advantage of its proximity to
consumers to help communication
and has developed as a
conventional urban livestock
industry that can safely supply
fresh livestock products.

大阪唯一の牧場で育てられた大阪産
（13 ページ参照）認定の黒毛和牛です。
すべて雌牛で、生後約 10 カ月齢から
約 20 カ月以上。牛舎は、和泉山脈の
麓、阪南市内の山中にあり、きれいな
水や澄んだ空気の中、牛にストレスを
与えないように長期間肥育を行なって
います。
「田尻系」
「気高系」
「糸系」
の血統を掛け合わせ、血が濃くならな
もと うし

い素牛を導入。稲わらを中心に乾草を
与え、反芻動物の性質を十分に生かせ
るよう骨格作りを徹底しています。
牛の排泄物は、およそ３カ月以上か
けて発酵させ、堆肥にしています。こ

なに

NAN わ黒
(Loc IWA-K 牛
al W
U
agyu ROUS
)
HI

の堆肥を求め、近隣の野菜農家をはじ
め大阪、和歌山の農家が牛舎に取りに
来るほど、匂いもまったくなく良質な
もの。循環型の畜産を実践しています。

緑豊かな和泉山脈山麓で育った
黒毛和牛雌牛が「なにわ黒牛」。
純血の黒毛和牛は大阪唯一。
The Japanese Black cows raised
at the foot of the lushly green
Izumi Mountains are known as the
“NANIWA-KUROUSHI”. These are
the only pure-bred cows in
Osaka.

鴨 -GA
河内 CHI )

MO

ck
WA
KA cal Du
o
(L

孵化から飼育、解体までを１社で一貫して行う
ことで、安心安全な鴨肉を届けています。
Safe duck meat can be delivered by having one
company conduct the whole process, from
hatching the eggs, breeding, to butchery.
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NANIWA-KUROUSHI

大 阪 ・ 関 西 の 食 材

大 阪 ・ 関 西 の 食 材

水産

SEAFOOD
餌となる生物が多いため、大阪湾
は「魚庭（なにわ）の海」といわれ、
約230種類もの魚介類が毎日水揚
げされています。

Osaka Bay is known as the Naniwa
Sea or The Sea Garden of Fish
because so many sea animals are
found there. About 230 kinds of
seafood are caught in Osaka Bay
every day.

ウナギに似て淡泊な味わいなが
ら、ほどよく脂がのっています。
パリっと香ばしく焼き上げる「焼
きアナゴ」は絶品。

野菜

マア
ナ
ge ゴ

Con

r Ee

VEGETABLE

l

「天下の台所」大阪の食文化を支
えたのは、地域独特の歴史や伝統
に育まれた多種多様な野菜でした。
一時、いくつかの品種が消えようと
していましたが、大阪府が関係機
関と協力し、復活・流通に取り組
んでいます。

Conger eel, known in Japanese
as anago , has a light taste
similar to the kind of eel known
as unagi. With a high degree of fattiness, crispy grilled
conger eel smells and tastes fantastic.

チ
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d
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大阪湾にはエビやカニといったタコ
のエサが豊富。潮の流れも穏やか
で、身が柔らかいのが特徴。

The large variety of vegetables,
rich in history and tradition and
unique to the region, supported
Osaka’s claim to have a “Kitchen
of the World” food culture. At some
points in time, a few of the kinds
of vegetables grown locally were
on the brink of disappearing, but
now Osaka Prefecture is working
with related organizations to revive
and build distribution channels.

水揚げ量が少なく市場に出回りにく
い。魚体が小さいので、から揚げや
煮付けにします。
Since the amount of catch of flathead
is limited, these fish are a rarity in the
market. As they are quite small, they
are usually deep fried or boiled.

Osaka Bay has a lot of crabs and
shrimps, which octopuses like to
eat. The tide flows very gently here,
and this helps make the octopuses
soft and tender to eat.

水ナ
ス

Wat
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皮が柔らかく水分を多く含んだ卵形のナス。
17世紀から泉州地域で栽培されているも
のは「泉州水ナス」と呼ばれます。

河内

KAW 蓮根
(Loc ACHI
al L
otus RENKO
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N
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These egg-shaped eggplants with soft
skins contain a lot of water. They have
been cultivated in the Senshu region since
the 17th century, and so are also known
as “Senshu Eggplants.”

大阪市に隣接する門真市
で100年ほど前から栽培
されているレンコンです。
Kadoma City which is
adjacent to Osaka City
has produced lotus root
for over 100 years.

大阪府立環境農林水産総合研究所提供
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日本に100種類ほど揚がると言
われるアジ科のなかで、もっと
も代表的なアジ。魚体は平たい。
There are over 100 kinds of the
Carangidae family of fish in
Japan, and the most commonly
eaten is the Japanese horse
mackerel, a flat-shaped fish
known as aji locally.
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日本各地で獲れるため、日本人に
とって馴染み深い魚。干物や練り
物などの加工品にされることも。
Fish like sardines are a staple part
of the Japanese diet because they
can be caught in many places
across the country. The fish meat
is sometimes processed by drying
or made into paste products.
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17世紀に誕生した小松菜。
現在では、大阪府内全域
で栽培され、全国第５位
の生産量を誇ります。
Komatsuna (Japanese
Mustard Spinach) has
been cultivated in all areas
of Osaka Prefecture since
t h e 1 7 t h c e n t u r y. I t s
production volume is 5th
nationwide.

ch)

大阪は春菊の生産量が全国
１、２を争う産地です。カル
シウムやビタミンＡを多く含ん
だ、香り高い緑黄色野菜です。
T h e c ro w n d a i s y, g a r l a n d
chrysanthemum, or shungiku
is grown locally in Osaka with
a p ro d u c t i o n v o l u m e t h a t
ranks first or second in Japan.
It is a fragrant, green and
yellow vegetable that contains
a large amount of calcium and
vitamin A.

大阪府立環境農林水産総合研究所提供
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Dai
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野菜

V E G E TA B L E

大阪の郷土料理「お好み焼き」に欠かせない食
材。ずっしりと重く、葉はしっかり詰まっています。
Cabbage is an essential ingredient for the famous
Osaka cuisine okonomiyaki. The locally grown
ones are very heavy and are tightly packed with
many leaves.
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大阪の南西部にあたる泉州は、日本のタマネギ
栽培の発祥地。水分が多く甘みがあり、柔らか
いタマネギです。

泉州

日本でもっともポピュラーなキ
ノコ。焼いたり煮たり、干物
にも。旨味も強い。

SEN ふき
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日本原産の野菜。古くから泉
州の特産物として知られます。
湯がいて筋をとって煮物など
で春の香りと苦みを楽しみます。

Located south-west of Osaka, Senshu is the
birthplace of onion production in Japan. The
onions produced there contains a lot of water and
are sweet and soft in texture.

The most popular mushroom
in Japan. Perfect for grilling,
boiling, and drying. These
mushrooms have a strong
umami flavor.

Sh shroo
Mu

This kind of butterbur is a
vegetable native to Japan. It
has long been known as a
special product of Senshu. It’s
boiled to remove some of the
fiber and usually eaten in
spring, adding a unique aroma
and bitterness to seasonal hot
pots.

一説によると、泉州では８世紀前後の飛鳥時代
から栽培が始まったとされる伝統的な根菜です。
One theory is that these unique onions are
t r a d i t i o n a l ro o t v e g e t a b l e s t h a t h a v e b e e n
cultivated in Senshu from as early as the Nara
Period, around the 8th century.

大豆の一種で色が黒い。日
本では甘く煮たものを正月に
食べる縁起の良い食材です。
The kuromame is a kind of
black soybean. In Japan,
these are sweetened, boiled,
and eaten during the New
Year holiday period. They are
considered to bring good
fortune.

生産量が少なく珍重されます。形が海老
に似ていることからこの名前がつきました。
With a minimal production volume, these
potatoes are highly valued. They are
named after shrimps because of their
similar shape.
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100年以上前の泉州発祥とされる黄色のタ
マネギ。肉質は柔らかく、甘味も強い。
Yellow onions are said to have originated in
Senshu over 100 years ago. These onions
have a soft texture and are very sweet.
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なにわの伝統野菜
の情報
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「天下の台所」と呼ばれ
た大阪には、地域特有
の野菜が多数ありました。
こうした伝統ある野菜を
見直そうと、大阪府では
「なにわの伝統野菜」制
度を作り、 発 掘と復 活
に取り組んでいます。

の

刃
心
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大 阪 の 逸 品

地酒
LOCAL

SAKE

大阪には、19世紀以前から続
く歴史ある酒蔵があります。大
阪の食材とのマリアージュを楽
しんでください。

純米大吟醸
無我無心

清酒 清鶴
本醸造上撰

JUNMAI-DAIGINJO
MUGAMUSHIN

SEISHU KIYOTSURU
HONJOZO JOSEN

NANIWA-SHUZO
from Hannan-city

KIYOTSURU-SHUZO
from Takasaki-city

浪花酒造（阪南市）

清鶴酒造（高槻市）

There are sake breweries that date
back to the 19th century in Osaka.
It’s good to enjoy sake that matches
perfectly with Osaka ingredients.

からもたらされる清らかな水が流れ込む大
名をはせました。大阪の酒は江戸に運ばれ、
「下り酒」としてもてはやされました。
いくつかの酒蔵がありますが、なかでも
創業 300 年の歴史をもち「浪花正宗」や
「無我無心」などの銘酒で知られる「浪花
酒造」は、木造の酒蔵、本宅とも国の登録
文化財に指定されています。大阪市内から

國乃長
本醸造 上撰

清酒
上撰 片野桜

KUNINOCHO
HONJOZO JOSEN

SEISHU JOSEN
KATANOSAKURA

KOTOBUKI-SHUZO
from Takatsuki-city

YAMANO-SHUZO
from Katano-city

壽酒造（高槻市）

流通の中心・大阪ならではの上質
な水産物を、伝統の製法によって
作り上げた逸品。

Matsumae (the sea region in the vicinity of Hakodate) has been producing
high-quality Ma-konbu, a particular type of kelp seaweed since the Edo
Period. This konbu seaweed was transported from Matsumae by
kitamaebune boats through what was known as the “Seaweed Road.” A
lot of the umami in Osaka cuisine comes from this first-rate seaweed.

布
ろ昆
/
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b
ぼ
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In the 16th century, knife manufacturing started in Sakai for
cutting tobacco. The production of knives for cooking begun
around the 17th century.

What’s
Osaka-Mon

大阪府では、時代を超えて愛され続ける府内の農林水産物とその加工品を
「大阪産（もん）」に指定しています。

真昆

布
MA
Japa KONB
nese U /
“Tru
e” K
elp

堺打刃物の伝統があってこそ誕生した、薄く削りだされた
昆布。削られたおぼろ昆布は、レースカーテンのように向こ
うが透けてみえます。
This konbu seaweed is thinly shaved, made possible because of
the Sakaiuchihamono, a special traditional forged knife originating
from Sakai, in the southern part of Osaka Prefecture. Shaved
oboro konbu seaweed is transparent like a lace curtain.

16世紀に煙草を刻む庖丁として堺で製造が始まり、17世紀頃
には、料理庖丁が製造されるようになりました。

大阪産とは？

江戸時代に上質な昆布の生産地だった松前（函館周辺の海域）から、
北前船（昆布ロード）で運ばれた上質の真昆布。大阪の「うまみ」はこ
の真昆布から。

Osaka can get high-quality seafood
because it is the center of the
distribution of it. This seafood is
prepared using traditional methods.

Ob dded
Shre

大阪の食文化を支えるのは食材だ
けではありません。伝統的な製法
で製造する打刃物は、料理人の技
術を支えています。

お お さ か も ん

大 阪 ・ 関 西 の 食 材

SEAFOOD PRODUCTS

AI
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TRADITIONAL
CRAFTS PRODUCTS

山野酒造（交野市）

車で約１時間とアクセスも良好です。

水産加工品

NO
MO
刃物
IHA )
打
H
堺 -UC nife

Osaka’s food culture is propped up
by more than just ingredients. The
chefs’ exceptional techniques
wouldn’t be possible without the
distinctive knives forged in the
region using traditional methods.

北に酒米の産地・摂津をもち、周辺の山脈
阪は、江戸時代から上質な酒の産地として

工芸品

Osaka Prefecture designates generationally-loved local agricultural and marine products,
as well as processed foods made from them as“Osaka-Mon.”

大阪産

大阪産 名品

Osaka-Mon

Osaka -Mon Meihin

大阪府内で栽培・生産され
る一次産品とそれらを原材
料にした加工食品を大阪産
（もん）としてブランド化し、
国内外にPRしています。

生産開始から50年以上経
過するなど、時代を超えて
愛され続ける商品約350を
大阪産（もん）名品に認定。
お土産にも推奨しています。
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Olivier Roellinger

海は今、危機にあります。何もしない選択もできますが
生命の源を守ろうとするのが〝良きシェフ＂
だと思います。

│インタビュー│

オリヴ
ィエ・ローランジェ

The sea is currently in a crisis. One option is to do nothing,
but a good chef would try to protect the sources of life.

int e r v i ew

ます。車で 1 時間弱西に走ると港町サン・マロ。

を高めることによって、それぞれの地域の海洋資

海洋民族の故郷です。彼らの軌跡をたどれば、中

源を守るためにできることは何なのか、を考える

東、インド、アジア、そして新大陸につながりま

ことだと思います。そのためにはまず、それぞれ

す。海を生きる場にしてきた人々の物語が、土地

の魚がどれくらい危機にあるのかを把握すること

の物語となり、土地の料理になっていきました。

が大切です。次に漁獲方法。どんな方法なら生態

おいしさを求めるだけでなく
エシカルでもあること
人類にとってもっとも大切な海が今、危機に直面

オリヴィエ・ローランジェ氏は、20年以上「サステナブル」は料理界の課題と言い続けてきました。
現在、副会長を務める「ルレ・エ・シャトー」では、2010年からこれに取り組み始めました。
その結果、大西洋マグロは、資源量を回復。
ローランジェ氏の信念は、現実を動かし始めています。
Olivier Roellinger has been saying for over 20 years that being sustainable is a challenge the culinary world faces.
Since 2010, he has been working towards this at Relais & Châteaux, where he is Vice President.
As a result, the stocks of pacific tuna have started to recover.
Mr. Roellinger’s beliefs have been making great waves across kitchens and restaurants worldwide.

系を壊さないのか。三つ目は、どれくらいの大き
さの魚なら獲ってもいいのかを決めること。四つ
目は季節。魚によって産卵の時期は異なります。
産卵前に漁獲すれば数が減ってしまいます。

しています。ちなみに、世界の漁業資源の内、持

負の連鎖を断ち切るには、未来の料理人はグラ

続可能なのは残り 10％。世界の海に生きる大型

ンシェフではなく、ボンシェフ（良きシェフ）で

魚の、9 割がすでに漁獲されつくしているという

あるべきだと思います。
「おいしい」だけではな

報告もあります。世界の海と食卓から、魚が消え

く、倫理的（エシカル）な料理が求められていま

ようとしているのです。それなのに、大規模漁業

す。そのためには、食べることの楽しさ、喜びを

によって混獲された魚の、じつに 40％が、食べ

提供しつつ、生態系の多様性を守ること。そして

られることなく廃棄されています。ここで注意し

人の健康、地球の健康を守る。そんな＂ボンシェ

なければいけないのは、小さい漁船ではなくて、

フ＂が、自然に敬意を払って生きてきた日本から

あくまでも大規模な漁業が危機を加速していると

どんどん生まれてきてほしいと願っています。

いう事実です。
ヨーロッパでは獲られた魚の 60％がレストラ
海は地球の 70％を占めています。はるか昔、こ

という小さな港町に住んでいます。この町の海は

ンで消費されています。となれば、料理人の負っ

の大洋から命が生まれました。海は全ての人たち

干満の差が大きく、ヨーロッパでも類を見ないほ

ている責任は重大だと言わざるを得ないでしょう。

にとっての命の源。そして、巨大な食糧庫でもあ

どプランクトンの種類が多く、魚の宝庫です。１

もちろん、何もしない、何も考えずに自分の仕事

ります。私たち料理人にとって、これはひじょう

日何時間か海水に浸されないと育たないタイプの

を続けていくことも可能だと思いますが。我々が

に大事なことです。

植物も大変よく育ちます。つまり海と月の満ち欠

しなければいけないのは、漁を禁止することでは

け、満ち引きによって守られている場所だと言え

なく、たとえば世界の料理人が各々の地域で意識

私は、フランス・ブルターニュ地方のカンカル
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Olivier Roellinger

1989年ルレ・エ・シャトー加盟。
「レ・メゾン・ド・ブ
リクール」オーナーであり、フランス随一の巨匠シェ
フ。世界60カ国の高級ホテル・レストラン約580軒
が加盟する会員組織「ルレ・エ・シャトー」副会長。
三ツ星獲得したシェフでありながら、地元、仏・ブ
ルターニュにこだわりを持ち続け、環境や地域との
共存を提唱し、世界の料理界に影響を与えている。
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「ブルターニュには妖精が生きてい
る。その日の風や温度によっても
たらされる、ポエジーの味をここ
で味わう。カンカルはそういう場所
だと思う」
とローランジェ氏はいう。
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SDGs
What do you know about SDGs ?

2015年の国連サミットで採択された
2030年までの国際開発目標です
These are goals that were adopted during a
2015 United Nations Summit as
International Development Goals to achieve by 2030.
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「持続可能な開発目標＝SDGs：Sustainable Development Goals」は、17のゴール・169のターゲットから構成されており、
2030年までに
「誰一人として取り残さず」
ゴールすることを目指し、発展途上国だけでなく先進国も含め、
すべての国が取り組むユニバーサル（普遍的）
な目標です。
SDGs: Sustainable Development Goals are composed of 169 targets/17 goals and are universal objectives for all countries,
including developing and developed counties, with the aim that by 2030, “everyone” will achieve the goals.
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洋ゴミの回収や
海に近い店なら、海
のもよいでしょう。
蒙活動に取り組む
解決に向けての啓
町の実現や、
られ
か、住み続け る
海洋資源を守るほ
ります。
解決することに繋が
人や国の不平等を

SDGs は、2015 年 9 月 に 開 か れ た 国 連 サ

2019」を決定。８つの分野を優先的に取り

ミットで、全会一致で採択された国際目標で

組むことを決めています。

す。実施期間は、2016 年から 2030 年まで。

❶あらゆる人々の活躍の推進 ❷健康・長寿の

同時にお互いの解決を目指すものです。飲食

持続可能な世界を実現する具体的な目標とし

達成 ❸成長市場の創出、地域活性化、科学技

業界でも、サステナブルな海洋漁業の実現や

て、17のゴールと 169 のターゲットが決め

術イノベーション ❹持続可能で強靱な国土

食品ロス、包装ゴミの削減、食材のフェアト

られています。

と質の高いインフラの整備 ❺省エネ・再エネ、

レード、働き方の見直しなどを解決していく

日本では、2016 年 12 月に、日本らしい

気候変動対策、循環型社会 ❻生物多様性、森

ことで、世界全体で目指す持続可能な社会の

実現の方法として「SDGs アクションプラン

林、海洋等の環境の保全 ❼平和と安全・安心

実現を後押しすることができます。
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社会の実現 ❽ SDGs 実施推進の体制と手段
SDGs の 17 のゴールは互いに関連しあい、

日本の漁業は、
今どうなって
いるのか？
What is the current state of the
Japanese fishing industry?
花岡和佳男
Wakao Hanaoka

株式会社シーフードレガシー代表取締役社長
Founder/CEO,
Seafood Legacy Co., Ltd.

日本で獲れる魚のうち、国際基準のサステナブル・シーフードはほとんどないことを知っていま
すか？ 日本の漁業は2025年までに大胆にマイナス成長すると予測されています。21世紀
の子どもたちは、魚を食べ続けられるのでしょうか？ 世界でもっとも豊かな海をもつ日本。そ
の海を未来につなぐために、私たちは何をしていけばいいのでしょうか。
Did you know that only a small percentage of seafood caught in Japan meets the
international sustainable seafood guidelines? It is predicted that there will be large-scale
negative growth in the Japanese fishing industry by 2025. Will the children of the 21st
century be able to continue eating fish? Japan has one of the best ocean resources in
the world. What should we do to ensure that the ocean remains intact for the future?

数字で見る日本の漁業

Japanese fishery in numbers

サステナブル・シーフード先進国を見習い
日本の漁業を改善していこう

7400

We need to learn from developed nations regarding
sustainable seafood to improve Japan’s fisheries
今、世界の海が危機的状況にあります。たと
えば、小さな魚の住処になるマングローブの
うち約３分の１が消滅しており、その沖にあ
るサンゴ礁は 2050 年までに絶滅するともい

の 40% にもなるとされています。

日本の水産資源管理を
大胆に変えていくことも必要

種

ピーク時と比べた
今の日本の漁獲量

漁業法が改正されるまでに
かかった歳月

Japan’s current catch
compared to its peak.

The number of years it took to
revise the Fishery Act.
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70

年

11.5

日本の漁業の2025年までの成長率試算

Number of kinds of fish with
national catch quotas.

Estimated growth rate of
Japanese finishing industry by 2025.

国による漁獲枠が決められているのは、イワ

載されました。資源評価や資源管理の強化が

シやサバなどわずか７種類。漁業先進国とさ

日本でもいよいよ始まろうとしています。

れるノルウェーやニュージーランド、アメリ
カなどでは、主要対象種の多くの魚の資源評

シーフドレガシーの
公式サイトへ

%

国による漁獲枠が設定されている魚種

シェフがインフルエンサーになって
社会を変えていく

おもな認証エコラベル
MSC認証

イギリスに本 部のある
MSC（海 洋 管 理 協 議
会）が定める持続可能
な漁業の基準を満たし
たものに与えられる。

るのです。
日本でも、複数の大手小売がサステナブ
ル・シーフードの販売に力を入れ、大手企業
の社員食堂にもサステナブル・シーフードが

われています。また、世界の大型魚は 10％

日本は面積の小さい国ですが、世界で６番目

価をし、評価に基づいた資源管理をしている

程しか残っていないという報告もあります。

に広い排他的経済水域を持っています。親潮

のに、日本で獲れる多くの魚は、どれだけ海

欧米の主要国では、サステナブル・シーフー

と黒潮がぶつかりあって豊かな生態系を生み、

にいるのかすら把握できていない状況です。

ドのマーケットができており、認証を受けて

日本で獲れる魚のうち、国際基準のエコラ

魚の減少の要因はさまざまありますが、摂

導入され始めています。声を上げるシェフも
多くなってきています。

りすぎはその主因の１つ。魚は海の中で卵を

それが、魚を中心とした日本の豊かな食文化

減っているのは魚だけではありません。現

いない魚は購入しないという消費者文化が育

ベル認証を受けたサステナブル・シーフード

産んで勝手に増えるので、その増えていく

を成立させてきました。それゆえなのか、日

在 15 万人といわれている国内の漁業従事者

まれています。企業も、ただ儲ければいいの

はまだほとんどありません。これを「少な

ペースを守って獲れば問題はありません。し

本は、海の資源管理をしなくても困らなかっ

は、その多くは 65 歳以上で跡取りもおらず、

ではなく、社会的に認められなければならな

い」と嘆くだけではなく、また誰かを非難す

かし、世界の主要漁業資源は 90％が乱獲あ

たのでしょう。しかし現在は違います。漁獲

年間約１万人のペースで減少しています。整

いという意識も浸透しています。

るのではなく、成功事例に学びながら、私た

るいはその一歩手前の状態にあるといいます。

量はピーク時に比べて３分の１程度しかあり

備されているのに漁業者がいない空っぽの漁

ません。魚が獲れないのです。

港が日本各地に点在しています。

大きく育った方が、脂がのっておいしいか

さらに、そうした国では、シェフが強力な
インフルエンサーになっています。それは小

ちが力を合わせて、その数を増やしていく取
り組みを進めることが大切だと思います。

ら高く売れるのに、大型の底引き網などで、

日本で獲れる魚は 400 種類ほどあるとい

2018 年末、積もる問題を打開すべく、70

難しく上から目線で語られるのではなく、サ

日本の海洋環境、水産経済、地域社会の繋

まだ育ちきっていない魚も根こそぎ獲ってし

われていますが、そのうち国による資源評価

年ぶりに漁業法が改正され、
「水産資源の持

ステナブルを選ぶ生き方がかっこいい、素敵

がりを、豊かな状態で次の世代に残していき

まう。混獲され廃棄される魚は全体の漁獲量

がされているのは 50 種類程度です。さらに

続的な利用を確保」することが目的として記

な生き方だ、というムーブメントになってい

たいですね。
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Wakao Hanaoka
フロリダの大学にて海洋環境学及び
海洋生物学を専攻。卒業後、モル
ディブ及びマレーシアにて海洋環境
保護事業に従事し、2007年より国
際環境NGOで海洋生態系担当シニ
ア・キャンペナーとしてジャパン・サス
テナブル・シーフード・プロジェクトを
立ち上げ引率。独立後、日本の環
境に適した解決策をデザインすべく、
2015年７月に東京で株式会社シー
フードレガシーを設立しCEOに就任。
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ASC認証

ASC認証は、オランダ
に本部があるASC（水
産養殖管理協議会）が
定める養殖に関する認
証制度。

BAP認証

養殖における孵化場や
養殖場、加工工場など
に対しアメリカに本部が
あ るGAA（世 界 養 殖
連盟）が定める。

RFM認証

ASMI（アラスカシーフー
ドマーケティング協会）が
構築した認証プログラム
「アラスカの責任ある漁
業管理（RFM）
」認証。

大阪は豊臣秀吉が大坂城を築城する際に、堺や伏見から商人

21

を呼び寄せ、物流の集積地としたため、商都として急速に発展

しました。当時の輸送手段は船。そのために縦横無尽に堀川が

築かれ、
「水都」
「なにわの八百八橋」が生まれます。武士が中

心の江戸に対して、公家が文化を主導した京都。それに対して

大阪は、商人の街として栄えました。

進化する上質

その歴史が、現在でも大阪の食文化の基盤にあります。商家

には 倹約という合理的な考えが暮らしの隅々に浸透し、質素

で無駄のない食事が日常化しましたが、一方で、商談などに利

用された料亭などでは高級料理が発展。大阪には庶民化された

食事と高級化したガストロノミーが共生し、それぞれに刺激し

合ったのです。

「船場」はその中心で、現在でも大阪の代表的な問屋街として

知られます。

料理が洗練されるには、
「客」の存在が必須条件。船場の商

人は「うまいもん」を追求しながらも、同時に「始末」（始め

と終わり。つまり物事の辻褄、帳尻が合っていること、そろば

ん勘定が出来ていることを意味します）の精神を忘れない厳し

い グ ル マ ン で、 大 阪 の 食 文 化 を リ ー ド し、 大 阪 の ガ ス ト ロ ノ

ミーを支えました。旨い料理を求め、それを提供する料亭や料

理屋で接待し商談し、情報を交換したため、船場の商人の舌を

20

うならせる店しか生き残れないといわれたほど。大阪には、そ

）より
https://osaka-info.jp/
大阪観光局の
公式サイトへ

の気風と伝統、技を受け継ぐガストロノミーの名店が、技と精

大阪観光局公式サイト（

When Hideyoshi Toyotomi built Osaka Castle, he brought
merchants from Sakai and Fushimi and made the area a
logistics center, rapidly developing Osaka into a commercial
city. At the time, the primary means of transport was by boat.
As a result, the Horikawa river network was constructed,
giving birth to the “808 bridges of Naniwa” and Osaka
becoming a metropolis on water. Edo was a city of warriors,
and Kyoto was a city of court nobility and culture. Osaka, on
the other hand, flourished as a merchant city.
This history made Osaka’s unique food culture what it is
today. Merchant families were naturally practical and thrifty,
and the concept of saving money was deeply rooted in their
lives. This frugal mindset meant that they made everyday food
simple and without waste. At the same time, companies liked
to use ryotei establishments, serving high-class cuisine, for
venues to have important meetings and make business
negotiations. The polarized attitudes led to the development of
two coexisting food cultures, one modest and efficient, the
other high-class and expensive, and both of these had an
impact on the advancement of each other.

神を日々進化させながら、世界のグルマンを待ち受けています。

Evolving Quality

OSAKA

Gastronomy
大 阪 ガ ス ト ロ ノミ ー
都がある京に近く、目前の大阪湾やそこに
注ぎ込む大和川や淀川など、海や川の道
によって日本各地とつながっていた大阪は、
古くから日本の流通におけるハブ機能を果
たす地だった。とうぜん全国の質の高い
食材も集められ、おのずと唯一無二の食
文化が育まれた。
Osaka Bay and the Seto Inland Sea stretch
out in front of Osaka, a city of commerce
connected to various parts of Japan by not
just the sea but also routes through the
rivers like the Yamatogawa, Yodogawa,
and so on. Osaka has long been a hub for
the Japanese supply chain and gathers
high-quality ingredients from all over Japan,
nurturing a unique food culture.

来日シェフ
紹介

キム・ビョン・ジン
ガオン
（韓国・ソウル）

キム・ビョン・ジンはソウルのミシュラン３つ
星の高級レストランガオンのチーフエグゼク
ティブシェフで、本格的な韓国料理と文化
を紹介する韓国で最も優れたシェフの一人
です。本物の韓国料理の自然なシンプルさ
を示すレシピの研究と開発に取り組み、季
節の新鮮な食材にインスピレーションを得
ながら、伝統的な調理方法とシェフの創造
性を組み合わせた料理を提供しています。
特別招聘シェフ。

Introducing chefs
who came to Japan

大阪が世界と出会う
シェフのネットワークが
つくる未来
Osaka meets the world.
The future created
by a network of chefs.

カイル・コノートン

シングル・スレッド・ファーム-レストラン-イン
（アメリカ・カリフォルニア）

Èze

Kim Byoung Jin

Arnaud Faye

Gaon

Château de la Chèvre d’Or

Seoul

©MFNelaton

Osaka

Kyle Connaughton
California

Single Thread Farm - Restaurant - Inn

Hong Kong

2017年ルレ・エ・シャトー加盟。カイル・コノー
トンが美食の世界に入るきっかけになったの
は9歳の時に夕食で食べたお寿司でした。
高校生でL.Aで最も古い日本食レストランで
見習いを初めた後も日本料理を学び、その
奥深さを掘り下げ、現在も日本の
「おもてなし」
の精神に基づき経営を行っています。彼のシ
ングル・スレッド・ファーム-レストラン-インはミ
シュランの３つ星受賞以外にもリーダーズチョ
イスベストホテルレストラントップ10に入るなど
様々な注目を集めています。

Vicky Lau
ヴィッキー・ラウ

Tate Dining Room & Bar

ルレ・エ・シャトーとは

What’s Relais & Châteaux

テイト・ダイニング・ルーム＆バー（香港）

アルノー・フェイ

シャトー・ド・ラ・シェーブル・ドール
（フランス・エズ）
アルノー・フェイはわずか29歳でリッツ・ホテ
ルのレストラン・レスパドンの料理長になり、ミ
シュランの2つ星を獲得。その後もマンダリン
オリエンタル、オーベルジュ・デュ・ジュ・ド・
ポームでもミシュランの星を獲得し、現在は
南仏のエズにある有名なシャトー・ド・ラ・
シェーブル・ドール
（1956年ルレ・エ・シャトー
加盟）
のマネジメントシェフを務めています。
2018年 にMOF（国 家 最 優 秀 職 人 章、
Meilleur Ouvrier de France）
を受章。

2018年ルレ・エ・シャトー加盟。アジアの最
優秀女性シェフにも選ばれているヴィッキー・
ラウはデザイナーという異色の経歴の持ち主
です。彼女が経営するテイト・ダイニング・
ルーム＆バーはフランス料理に日本の要素を
取り込んだレストランで、日本の文化からイン
スピレーションを得ているものもあるといいま
す。料理で目指しているのは、心にも栄養を
与える
「食べられる風景」
の創作で、その美し
い料理が特徴的です。ミシュランの２つ星。
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ルレ・エ・シャトーは1954年にフランス
で創設された。現在は、パリに本部
が置かれ、加盟するホテルとレストラ
ンのオーナーが自治運営する非営利団
体の協会組織として、現在、世界60
カ国、約580のホテルとレストランが参
加。1988年には日本支部が設立され、
現在19軒が加盟している。

ペドロ・バルジェロ

チラ
（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

2017年ルレ・エ・シャトー加盟。彼の経歴は
28歳という若さにとらわれることはありません。
複数のミシュランの星獲得店で経験を積み、
パリでは修業中にサン・ペレグリーノによって
フランスのトップ10シェフの一人に選ばれまし
た。ロンドン、ローマ、モスクワを渡り、現在
はブエノスアイレスで最高峰のレストランのひ
とつChillaで料理長を務め、大胆で独創的
な料理を提供しています。ミシュラン２つ星。
「ラテンアメリカのベストレストラン50」
のトップ
20シェフでもある。

ルレ・エ・シャトー
公式アプリ
ダウンロードへ

Pedro Bargero
Chila
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Buenos Aires

食の都・大阪 デリシャス・ジャーニーズ 2019
OSAKA; Gastronomic Capital of JAPAN Delicious Journeys 2019
Partnerships with RELAIS & CHÂTEAUX
ファムトリップ
2019年10月15日（火）
～16日（水）
主催：大阪観光局
協力：大阪府、大阪商工会議所、ルレ・エ・シャトー
食文化セミナー
2019年10月17日（木）
主催：大阪観光局
共催：ルレ・エ・シャトー
協力：大阪ガス、関西食文化研究会、大阪商工会議所、
シーフードレガシー
会場：大阪ガス ハグミュージアム

Familiarization Trip
October 15（Tue）-16（Wed）, 2019
Organizer : Osaka Convention & Tourism Bureau
Cooperation : Osaka Prefecture, Osaka Chamber of
Commerce and Industry, Relais & Châteaux
Gastronomy Seminar
October 17（Thu）, 2019
Organizer : Osaka Convention & Tourism Bureau
Sponsorship : Relais & Châteaux
Cooperation : Osaka Gas Co., Ltd., Food Culture Research Society in KANSAI,
Osaka Chamber of Commerce and Industry, Seafood Legacy Co., Ltd.
Venue : Osaka Gas Hug Museum

ガラ・ナイトイベント
2019年10月17日（木）
会場：ミライザ大阪城

Gala Night Event
October 17（Thu）, 2019
Venue : MIRAIZA OSAKA-JO

第1部 世界のシェフの味を楽しむ

Part 1 Enjoy the taste of chefs from around the world

主催：大阪観光局、ルレ・エ・シャトー
協力：大阪城パークマネジメント・ミライザ大阪城、
大阪府、大阪商工会議所

Organizer : Osaka Convention & Tourism Bureau, Relais & Châteaux
Cooperation : Osaka Castle Management Co., Ltd. MIRAIZA OSAKA-JO,
Osaka Prefecture, Osaka Chamber of Commerce and Industry

第2部 ルレ・エ・シャトー日本支部30周年記念ガラ・ディナー

Organizer : Relais & Châteaux
Sponsorship : Osaka Convention & Tourism Bureau
Cooperation : Osaka Castle Management Co., Ltd. MIRAIZA OSAKA-JO

主催：ルレ・エ・シャトー
共催：大阪観光局
協力：大阪城パークマネジメント・ミライザ大阪城

Part 2 Relais & Châteaux Japan 30th Anniversary Gala Dinner

食の都・大阪 デリシャス・ジャーニーズ 2019
Partnerships with RELAIS & CHÂTEAUX
オフィシャルプログラム
発行：大阪観光局
企画・編集：食の都・大阪 デリシャス・ジャーニーズ 2019 事務局タミワオフィス
デザイン：デザインワークショップジン
撮影：上仲正寿
翻訳：Wild Tame
協力：ルレ・エ・シャトー、大阪商工会議所、シーフードレガシー
OSAKA; Gastronomic Capital of JAPAN Delicious journeys 2019
Partnerships with RELAIS & CHÂTEAUX
Official program
Publishing : Osaka Convention & Tourism Bureau
Planning & Editorial : OSAKA Gastronomic Capital of JAPAN Delicious Journeys 2019 Secretariat; Tamiwa Office Co., Ltd.
Design : Designworkshop JIN
Photography : Masatoshi Uenaka
Translation：Wild Tame Co., Ltd.
In cooperation with : Relais & Châteaux, Osaka Chamber of Commerce and Industry, Seafood Legacy Co., Ltd.,

あなたの投稿を
お待ちしております！
We’d love to
see your posts!

#Osakatrip
#Deliciousosaka
#デリシャスジャーニーズ

