安田 亘宏

真集『美しき日本 旅の風光』で取

り上げられた「食」のそれぞれにつ

いて、筆者の見解を交えながら概観

してみたい。

世界に誇る東西の横綱
―京懐石と
江戸前の寿司

地域の食の価値は、旅する人それ

に委ねられており、客観的に評価す

ぞれの味覚や興味、知識、経験など
「本源的需要」となり、「中核的商品」

ることは困難である。しかし、だれ

日本人として一生の間にはぜひ一度

「中核資源」となっていった。今日

としての観光旅行の頻度が高まり定

特 徴ある地域の食や食文 化、食

は地元で味わいたい、外国の人々に

もがおいしいと思うものはおいしく、

しかし、観光の成熟期以前の旅行

着する中、どうせ食べるのなら、そ

空間は、その土地の自然や歴史、文

もぜひ食べてもらいたい、そんな地

では、地域の食が、誘客の源泉であ

西武文理大学サービス経営学部教授

地域の食は誘客の
源泉となる観光資源

地域の食の評価

観光旅行中の旅行者にとっての地
域の食は、どの時代であっても、必
要不可欠なものであり、大きな楽し

中の地域の食は、観光資源と位置づ

の土地らしい、おいしいもの、珍し

化、人々の暮らしの中から生まれ、

域の食が確かに存在する。

多くの人がわざわざ食べに行きたい

けられる美しい自然景観や歴史ある

いものを食べたい、現地に出向いて

育まれ、今日に続く、そこに暮らす

り、感動の源泉となる観光資源とな

神社仏閣、伝統的な祭事などの「本

その食が生まれ育まれてきた環境に

人々にとっての自慢であり、誇りで

人々の生活が豊かになりレジャー

源的需要」に対し、それらを見学、

自分の身を置いて食を楽しんでみた

ある。

みであった。

体験するために必要な交通や宿泊な

いと多くの旅行者が思うようになり、

と感じるものはやはり魅力的である。

どとともに「派生的需要」であり、「支

観光旅行中の食は旅行を構成する

っていることは疑う余地はない。

援的商品」
「補完資源」であるとの

重要な要素となった。

らに脆弱性などの観点からの議論で

しての固有性、独自性や代替性、さ

の価値観の変化の中で、地域の食は

が進むなか、すなわち、社会や時代

旅行者のニーズの多様化、個性化

喜びである。このたび発刊された写

時代の変化を感じるとともに大きな

源評価」の対象に加えられたことは、

日本交通公社の取り組む「観光資

地域の「 食 」が、公 益財 団 法 人

まりがあったが、茶会ではなく料理

立、食作法、食器などにも一定の決

事の形式であった。したがって、献

であり、茶道の形式にのっとった食

に亭主が来客をもてなす料理のこと

う。懐石料理とは、本来、茶会の際

その筆頭は、京都の京懐石であろ

考えが一般的であった。観光資源と

あった。
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り、まさに日本料理の原点である。

付けで、見た目にも美しい料理であ

だわり、その持ち味を生かす薄い味

なった。野菜や魚介などの食材にこ

数も増し趣 向も凝らされるように

店で供されるようになってから、品

た寿司のことであるが、一般的には

湾（東京湾）で捕れた海産物を使っ

とは、本来「江戸の前」つまり江戸

戸の郷土料理である。江戸前の寿司

民である江戸っ子が好んで食べた江

庶民食とは言えないが、ルーツは庶

こちらは、今日では決して安価な

を楽しむことができる。その流れの

がり、地域の旬なタネを使った寿司

理ではあるが、現在は全国各地に広

うのが一般的である。江戸の郷土料

京に全国から集まる旬の素材を使

卵焼きなどであったが、今日では東

を締めたもの、煮アナゴや蒸しエビ、

ことが多い。主にコハダやサバなど

した符 牒で「ネタ」とも 呼 ばれる

ガニ料理は格別である。北近畿、山

筆頭に挙げられる。特に、冬の松葉

節限定の農水産物といえば、カニが

日本人の嗜好する美味、希少、季

べるのが一番おいしい。

った。もちろん、今日でも地元で食

は現地に行かなければ食べられなか

凍技術などが発達していなかった昔

できるが、輸送手段、保存技術、冷

は東京にいながらにして食すことが

ふ ちょう

多くの旅行者を惹き付ける料理で
酢飯を一口大に握り、その上に四季

中で地域性が希薄になったことは否

陰で水揚げされるズワイガニは松葉

ぜいたく

京懐石が西の横綱なら、東の横綱
は江戸前の寿司であろう（写真１）
。

か すみ

ゆ

味はこたえられない。カニ刺し、焼

し こう

あるが、庶民がなかなかか口にする
折々の生身の魚介などを載せた握り

めないが、日本の江戸東京が育て上

ガニと呼ばれ、日本海で育ったカニ

ひ

ことができない贅沢な料理でもある。
寿司のことを指す。

げ完成させた、世界に誇れる料理で

のぎっしりと詰まった身と上品な旨

具材はタネ（種）という。逆さに

あることは間違いない。

きガニ、茹でガニ、カニすき、カニ

うま

また、
世界共通語となった「 sushi
」
はこの江戸前の寿司である。海外で

雑炊と旅行者をうならせる。特に知

み

はヘルシー食として定着しているが、

名度が高いのは、兵庫県の城崎温泉、

香住である。

下関のふく料理も日本を代表す

る地域のおもてなし料理である（写
真２）
。

く味わえる、客人へのおもてなしに

があり、その食材を生かしておいし

日本 各地にはそれぞれの特 産 物

など八割近くが集まる大集積地であ

げされる天然のトラフグやクサフグ

らだといわれる。下関は日本で水揚

「ふく」と呼ぶ、
「福」につながるか

下関では、フグのことを濁らずに

もふさわしい料理として完成させた

る。この地に多くのフグ料理を専門

一度は地元で食べたい
地域食材を生かした
おもてなし料理

地域がある。今日では、全ての料理

14/07/03 10:04

222観光文化特集5.indd 34

驚きのアレンジも見られる。

写真1 江戸前の寿司

34

れる和牛を代表する歴史

舌触りなどとよく表現さ

けるような味、滑らかな

ある風味が特徴だ。とろ

な肉質、脂肪分に甘みの

シと箸で切れるやわらか

特徴は、きめの細かいサ

域の食である。松阪牛の

は地元で食べてみたい地

るとはいう ものの、一度

き焼きも、どこでも食せ

のウナギ料理もまた生産地が生み出

をそそる香りが漂っているまち浜松

ナギ料理専門店から蒲焼きの食欲

と言われる浜名湖に近い、いつもウ

理、本格的なウナギ養殖の発祥の地

甘みが特徴のカキを生かしたカキ料

ている広島の大粒で濃厚かつ繊細な

位で全国総生産量の半分以上を占め

その他にも、カキ生産量は全国一

で訪れた旅行者をもてなしてくれる。

丁寧に調理した品格のある精進料理

ならではの旬と生の食材にこだわり、

の郷土料理とした方がピンとくるの

なし料理に分類してもよいが、土佐

前項の地域食材を生かしたおもて

心をくすぐる。

される、食する情景のイメージが旅

炉 裏 端、雪景 色など料理から連想

もなっている。田舎家、古民家、囲

ある。今も県民の定番の家庭料理と

たんぽを入れた鍋がきりたんぽ鍋で

ノコと比内地鶏を煮込み、そのきり

やすく切ったものである。野菜やキ

巻き付けて焼き、棒から外して食べ

ぶしたご飯を竹輪のように杉の棒に

かば

ある牛肉である。松阪市

し育ち続けてきた旅行者を惹き付

が、高知県の皿鉢料理である。いく

穀類のみを工夫して調理

地元で採れた野菜や豆類、

定された食材、すなわち、

の中で生まれたものであり、地域の

を背景として、地域の人々の暮らし

風 土、食 材、食習 慣、歴史 文 化 等

郷土料理とは、地域独 特の自 然

ある。

はり、高知で豪快に食したい料理で

して、酒とともに供されている。や

あったが、今日ではメインの料理と

ひ

内には専門店が多数あり、

けるブランド料理である。

酢の物などを盛り合わせた料理で、

寿司と組み物といわれる揚物、煮物、

つもの大皿に刺身、カツオのたたき、

さ わ ち

しゃぶしゃぶやステーキ、
網焼きなどもあるがすき
焼きをまず楽しみたい。
地 域の特 徴 的 な 食 材

し、振る舞い料理、おもてなし料理

伝統として受け継がれてきた料理の

もともとは本膳の後の酒宴用料理で

に出す 料 亭、割 烹旅 館、料理旅 館

として完成させたのが今日の精進料

ことである。

地元に今も息づく
郷土料理

が集積された。フグ刺し、フグ唐揚

理である。もともとは僧の厳しい戒

日本の郷土料理と聞いて、すぐに

を生かすのとは逆に、限

げ、焼きフグ、フグちり、フグ雑炊、

律の中で食していた料理である。和

思い浮かべるのは秋田県のきりたん

かっぽう

どれも逸品であり、コースで食べる

歌山県にある日本仏教の聖地である

ぽ鍋であろう。きりたんぽとは、つ

地域の暮らしの中から生まれ、地

わざわざ訪ねて
食べ歩きたい庶民の味

ことが多い。

高野山には多くの宿坊があり、山里
和牛の代 表 格である松阪牛のす
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写真2 下関のふく料理

りと言われ、江戸時代中期にはうど

大師が中国から持ち帰ったのが始ま

もブームとなった。讃岐出身の弘法

上がり、多くの旅行者を呼び、幾度

ろう。郷土食として全国的に評価が

筆頭は、香川県の讃岐うどんであ

ている。

き、店舗巡りがキーワードともなっ

集積が見られるのが特徴で、食べ歩

ってきている。地域内に一定の店舗

の旅行者がわざわざ訪ねるようにな

な庶民的な郷土食を目当てに、多く

誇りに思っている、おいしくて安価

こよなく愛されている。
「食い倒れ

われる粉物料理の一種で大阪府民に

大阪のたこ焼きは、大阪発祥と言

店は千軒以上あると言われている。

に寄与する。現在、市内のラーメン

札幌ラーメンブームが起こり、観光

が誕生する。その頃から、全国的な

代に観光名所となる「ラーメン横丁」

ーツは大正期まで遡り、一九七〇年

いえるのが札幌ラーメンである。ル

当地ラーメンがある。その元祖とも

法、食べ方などがある、いわゆるご

ある。地域には独自の味付けや調理

はまさに現代を代表する庶民食で

どこ」と言う。また、

船、高 雄では「かわ

鴨川では「ゆか」
、貴

しみである。川床は、

期のみの贅 沢 な 楽

料理が供される。夏

敷を作り、そこで京

よく見える位置に座

の上や、屋 外で川の

料理屋や茶屋が川

間であろう（写真３）
。

日本的で優雅な食空

川床の京料理は最も

とを楽しむ食の旅で

んづくりが行われていたとされ、そ

の街」大阪には同じ粉物のお好み焼

納涼床とも呼ばれる。

日本の国民食ともなったラーメン

の歴史は長い。讃岐うどんはコシの

きや串揚げなど庶民の味が生き続

東京の台所と言わ

域住民が日頃より好んで食し、愛し、

強さが重視され、セルフサービスの

けていて、旅行者も十分に楽しむこ

近年、地域の特 徴ある食 空間が

いが、場内や場外の活気のある小規

類は新鮮で美味であるのは間違いな

もちろん、日本全国から集まる魚介

外の旅行者が競って食べに来ている。

ビール園が開業し、
「生ビール飲み

いえるが、一九六〇年代、ひとつの

形式はただのビアホールであるとも

味わえない特別な食空間と思える。

札幌のビール園も、旅をしないと

の海鮮料理も、国内

の魚市場、築地市場

れる、世界最大規模

ぜいたく

京都の夏の風物詩、

ある。

店が多いのも特徴である。県内に千

とができる。

さかのぼ

軒が立地していると言われ、うどん
店巡りはとても楽しい。
そばも全国に有名な地域がある。

食べ方がユニークな岩手県のわんこ

旅行者を集めている。食材や料理も

模な店舗で食することに価値がある

放題・ジンギスカン食べ放題」をう

そば粉の産地である長野県の戸隠神

そば、小麦粉から作られる麺を使用

もちろん大きな要素ではあるが、そ

ようだ。

旅しなければ
味わえない食の空間

する独特の沖縄そばもわざわざ食べ

れ以上に特異なその空間で食するこ

社周辺で食すことのできる戸隠そば、

に行く価値がある。
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ギスカンを札幌で味わうのは、その

送の生ビールと、北海道名物のジン

たったのは衝撃的であった。工場直
の支持を受けている地域の食には共

本稿で紹介してきた、多くの旅行者

資源になるかといえばそうではない。

の味となる。

ストーリーなどが、その地域でこそ

いること。歴史だけでなく、伝説や

食材、調理方法などに物語が隠れて

なるとうれしい。

によって多くの人に知られるように

イデンティティを、観光という行為

を通して、地域の文化、日本人のア

日本人だけでなく、世界 中から

通点がある。客 観的に数 値化する

最後に、持続性のある食、保護で

日本の食を求めて多くの人々が訪れ、

ことが困難な項目ばかりではあるが、

空気感である。
大きな特 異 性のある食空間とい

きることである。一過性で終わって

えば横浜中華街がある。街には上海

これらが、筆者の考える観光資源と

路、中山路、福建路など中国の地名
第一に、美味で安全な食であるこ

とはいえ、食は、誰が何と言おう

「美味しき日本」をアピールする

日本の地域まで足を延ばし、住民自

を冠した路地が交差しており、エリ
と。味覚には個人差があり、全員が

が自分自身がおいしいと思ったもの

地域の食という観光資源はたくさん

しまうブームのような食は、この対

ア内には五百店以上の料理店が並ん

おいしいと思う食は存在しないかも

が、おいしい魅力的な食である。そ

ある。

なる地域の食に対する評価軸である。

でいる。特定の料理店や料理を求め

しれないが、大多数の人がおいしい

んな食を評価することはとても難し

慢のさまざまな地域の食を堪能して

る人もいるが旅行者にとっては、街

と感じることが必要であろう。食の

く、意味のないことかもしれない。

象とはならない。

全体の雰囲気を魅力に感じ、それが

安全は絶対的なものであり、大多数

きいのは、福岡の博多中洲川端や長

理が楽しめる。最も有名で規模が大

める屋台村がまだ残っていて屋台料

食べられないというのは、流通の発

域らしい食であること。そこでしか

でしか食べることのできないその地

第二に、地域固有な食、その地域

らい、その地を訪ねて味わってもら

がある。それを多くの人に知っても

愛され、継承されてきたおいしい食

に住む人々の暮らしの中から生まれ、

・

・

・

・

・

（やすだ のぶひろ）

安田亘宏（やすだ のぶひろ）
西武文理大学サービス経営学部教授。
法政大学 大学院政策 創造研究 科 博 士
後期課程修了、博士（政策学）
。観光士。
一九七七年ＪＴＢに入社、元ＪＴＢグ
ループ旅の販促研究所所長。二〇一〇
年より現職。日本エコツーリズム協会
理事、コンテンツツーリズム学会副会
長、日本地域資源学会常務理事など。
『フードツーリズム論』古今書院、
『食
旅と観光まちづくり』学芸出版社、『「澤
の屋旅館」はなぜ外国人に人気がある
のか』彩流社、など著書多数。

掲載写真 出典：ＪＴＢパブリッシング
『美しき日本 旅の風光』より

・

くれることを望みたい。

味付けとなっている。

しかし、南 北に長 く、四 季 がは

浜地区であろう。屋台では博多ラー

達した日本においては、もはやあり

いたい。そして、その食を地域の誇

の人が安心と感じるものである。

メン、餃子、おでんだけでなく洋食

得ないかもしれないが、明確な差別

りとして、日本の宝として次の世代

日本には、人との触れ合いが楽し

や天ぷらなども味わえる。不思議な

性が存在していなくてはならないだ

っきりとある日本の地域には、そこ

食の空間を楽しむことができる。

っていってほしい。食を味わうこと

源的な価値となる地域の食にかかわ

もっともっと多くの人に、長く本

きな意義であると考えている。

になることが地域の食を評価する大

にも残していきたい。そのきっかけ

第四に、物語性のある食、料理や

していることである。

んで食べ、おいしいと感じ、誇りと

あること。つまり住民がその食を好

第三に、地域住民が共感する食で

ろう。

地域の食を
評価することの意義
地域の食が他の地域とちょっと違
う という だけで、全てが 食の観 光
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