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“食”を考える 

講演会「日本の伝統食と食生活の知恵」より 
 
平成 24年 11月 9日（金）、学園都市センター12階イベントホールにおいて、 

江原絢子先生（東京家政学院大学名誉教授）をお迎えして、“食”を考える講演会を

開催しました。（この講演会は、東京都消費者月間事業として八王子市との共催で開催しまし

た。）以下は、担当委員のレポートです。 

 「日本の伝統的な食文化」について 

 伝統や食の文化について、各地域の特徴や

それぞれの食を個人個人がもう一度考えな

がら、どのような食生活のスタイルを考えて

いけばよいのか、ということが現在課題とな

っているそうです。 

今年（H24）の 3 月に、日本は私たち日本

人の伝統的な｢和食｣を無形文化遺産として 

 ユネスコに登録申請しました。日本で無形 

文化遺産として「食」を申請するのは初めてのことのようです。その中で、伝統的

な食文化の特徴について、次の 4 点をあげています。 

 

 

 

 

１．多様で新鮮な食材、素材の味わいを活用すること 

２．バランスが良く、健康的な食生活であること 

３．日本の自然の美しさを料理に表現をしていること 

４．年中行事とかかわって共に食べる共食､そして家族とのつながりを深めていく､ 

あるいは地域とのつながりを深めていくこと 

 

 

伝統食の定義は… 

 

 

）日本の伝統食  

 

 かつて、「伝統食の未来」について、専門家が集まって議論したことがあり、その

際「伝統食とは？」について、おおよその定義が次のようになされました。 

狭義では、幕末までに定着した食文化は皆日本の和食や伝統食と言える。 

広義では、昭和３０年頃まで（高度成長期以前）に日本人が食べてきたもの。 

また、３世代にさかのぼって共有できる食、という説もあるそうです。 

 

 

 

委員による講演レポート 
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「和食」は｢洋食｣に対する言葉として、近代以降に生まれてきたもの… 

 

日本の伝統食の形成に与えた影響とその特徴について 

 日本の自然環境と外から来た文化（異文化）の影響があるそうです。 

＜自然の環境＞ 

 ＜日本の自然環境＞ 特徴は主に３つあります。 

・温暖で四季がはっきりし、夏は高温多湿で降雨が多い気候であること。そこには米、麦、大

豆、多種類の野菜、果物類、芋類など、四季折々異なったものが豊かに育ちやすい環境に最

初からあったということ。これらの野菜などの農産物を日々の食糧とし、余ったものは捨て

ることなく、さまざまな危機に備えて、加工（発酵食品や乾物）して保存する技術が発達し

てきました。 

・ 海に囲まれていること。暖流と寒流がぶつかるところでは魚の種類が多いことから、漁業が 

発達して魚介類海藻がたくさんとれたことです。余ったものは乾物として、また塩辛などの 

発酵性の食品を作り保存していました。 

・ 豊富で良質な水に恵まれていたこと。水が豊富にあったので、「茹でる」（茹でこぼしや茹 

 でた水を捨てる）や「蒸す」（蒸した時の水は捨てる）や「アクを抜く」（水でさらす）など 

の調理法が発達しました。また豊富で良質の水があったから、緑茶、お酒やお豆腐、刺身、 

そばやそうめんなども発達してきました。 

・中国・朝鮮半島からは、野菜類、箸、食事形式、食事作法、行事食等が伝わってきました。 

・南蛮貿易でお砂糖、唐辛子、農産物や揚げ物が入ってきました。 

・西欧諸国からは西洋料理だけでなく、栄養学・衛生学といった学問が入ってきました。  

・学問所（学校）もでき、西洋的なものを積極的にとり入れてきました。 

 

これほど外国のものをすぐにアレンジして日本のものに変えてしまうというのはな

かなか外国では見られないことで、外国では自分のところのものをあまり変えないこと

が多いようです。たとえば、当初はお箸とお匙
さじ

が一緒に伝わってきて両方使って食べて

いましたが、いつの間にかお箸だけ使われるようになり、茶碗を手に持って食べるとい

う日本独特の食事作法になりました。また、江戸時代にもお砂糖を輸入したことにより

和菓子が誕生しました。オムライスやカレーパンも日本でオムレツやカレーから改良さ

れたものだそうです。 

 

 

＜外国からの異文化の影響＞ 

｢和食｣も定義しきれない言葉で、明確な定義はないそうです。 

たとえば、とんかつ定食やハンバーグ定食は和食でしょうか。 

とんかつやハンバーグそのものは西洋風の料理でも、定食とな 

ると、お箸で食べ、お醤油味があり、ご飯がついて汁がついて 

おかずがあるという形をしている、という３つの要素が揃って 

います。日本の伝統食は絶えず変化をしていますが、このよう 

に伝統的な構成（３つの要素が全部揃っている）をしていれば、 

和食と呼んでよいのではないかと考えています。 

 

 

 

 

 

 

講演中の江原先生 
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食事は、ご飯、みそ汁、おかず、漬物という形が長く続いており、現在でも特に朝食

にはこの形が残っているのではないでしょうか。ご飯＋汁＋菜（おかず）＋漬物。こう

いった形を伝統的な食事の基本形と呼んで良いのではないか、ということです。 

長く伝えられてきた伝統食の形 

 

すべてを使い尽くし、最後は土に返す江戸の暮らし（持続可能な循環型社会） 

 

 
日常の中で、人々は“もの”を最後まで使い尽くし土に返すということをしていまし

た。これは元々物が十分になかったためと思われます。十分にないので最後まで使わな

いと、次々に新しく買い替えることはなかなかできなかったのです。だから自然に一つ

のものを使い続けるという、持続可能な循環型の社会になっていたということです。 

一つの例として､稲を精白米にするまでの間に出るものを捨てないで使っていました｡

稲わらは俵・かます(袋）・縄などを作る材料にし、もみ殻 

は燃料や肥料・飼料にします。ヌカは漬物やアク抜きや石 

けんの代わりに使います。わら製品は最後には燃料にしま 

す。燃えカスや灰は肥料にし、稲を作るためにまた使うと 

いうように、循環させていたということです。 

最後まで利用し尽くすことを支えるような職業もたくさ 

んあったそうです。壊れたり欠けたものは修理したり、使 

わなくなったものを集めたり再生して転売するなど、もの 

を捨てないで活用するという役割を担っていました。 

 

日常（ケ）の食と非日常（ハレ）の食 

 
年中行事と行事食の例 

５節句（５節供） 

節句の日：特別な食 

１月７日 人日の節供 

：七草粥（古代は

麦・あわなど穀

類） 

３月３日 上巳の節供 

（ひな祭り） 

：草餅 

５月５日 端午の節句 

：ちまき、柏餅 

７月７日 シチセキの節

供（七夕） 

：そうめん 

９月９日 重陽の節句 

：菊にまつわるもの 

ほかにお正月、彼岸、お盆

など行事のたびに特別食

を作りました。 

 毎日同じようなパターンで、毎日同じような食事をする。そ

の合間に特別な日を設けて生活にリズムをもたらすということ

も重要です。こういうことを上手にすることで、江戸の人々は、

精神的にも肉体的にも元気に過ごしていたそうです。これは現

在も必要なことだろうと思いますが、ケ(日常）とハレ（非日常）

のバランスをとるということなのです。 

年中行事と行事食は、深く結びついて発展をしてきました。

年中行事のたびに人々はいろいろな特別食を作り、神に捧げ、

ともに自分たちも楽しんでいました。日常の食ではご飯・汁も

の・菜（おかず）・漬物の形で組み合わせを変化させつつ、日常

とは異なる非日常的なものを作り、食生活のバランスをとって

きたそうです。 

生活リズムの変化が少なくなっている現在ですが、うまくそ

の知恵を取り入れることによって、逆に楽しさも出てくるので

はないか、ということも学びました。 

 

 

食の循環例 

稲‐稲刈り‐乾燥‐だっこく

‐モミすり‐玄米‐精米‐

飯・菓子・餅・酒・酢・みりん 

 

稲わら：俵・かます・わらづと・ 

縄・鍋敷・みの・畳・

ムシロ・草履・屋根 

もみ殻：燃料・肥料・飼料 

ぬ か：たくあん・ぬか漬け・

あくぬき・洗剤・肥

料・飼料 

 



 

 

 

 

 

 

 

前号（昨年 10 月号）は、｢再生可能エネ

ルギー等を理解する｣基礎編でした。２回

目の本号は、｢再生可能エネルギー等を利

用する｣実践編です。このシリーズは、｢節

電から発電（蓄電）へ｣と題し、“自分で使

うエネルギーの一部を自分で補う”ことを

皆さんと一緒に考える特集です。 

私たちの暮らしに欠かせない“電気”で

すが、電力会社から供給を受ける（買う）

はかりでなく、自分で使う電力の一部を自

分で賄うことを考えます。それは、電力会

社から受ける私たちの暮らしへの影響を

少しでも和らげる方法の一つです。 

例えば、料金（化石燃料の使用により値上

げされています。また環境への影響も懸念

されます。）、節電（各家庭への供給量が変

わらなければ、電力会社の負担も軽減され

ません。また一層の節電を求められ続けま

す。）など私たちの暮らしを直撃するもの

です。 

 

＜再生可能エネルギー等の利用＞ 

家庭での再生可能エネルギー等の利用

は、小規模・組合せの利用が主となります。 

前号の“再生可能エネルギーの分類”より、 

・自然エネルギーでは、 

 太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、水

力発電など 

・従来型エネルギーの新利用形態では 

 燃料電池、天然ガスコジェネレーション

などが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いずれも家庭向きに商品化もされてい

るものもあります。 

自然エネルギーの利用では、 

① 太陽光発電は、いわゆる、ソーラーパネル

による発電で、すでに一般的になっていま

す。発電量は天候に左右されます。 
 

② 風力発電は、市内で幹線道路沿いに設置さ

れている小型のユニットで、皆さんも目に

していると思います。風通しの良い所に設

置しますが、無風の時は発電しません。 
 

③ 太陽熱利用は、身近なところではアウトド

アで使われているソーラー調理器（パラボ

ラ・アンテナのような集光器で太陽光を一

点に集め、その太陽熱により調理するも

の）などに代表されます。集光器の大きさ

によって受熱量も変化しますので、大きな

熱量を得るためには、大きな集光器が必要

となります。 
 

④ 水力発電は、市内では高尾や東浅川地域の

一部に見られる疎水や水路などでは、小型

水力発電が可能です。絶えず一定程度の水

流があることが条件です。環境面でも優れ

ものですが、水中で機械的な装置に頼りま

すので、定期的なメンテナンスが必要とな

ることが欠点でもあります。 

 

従来型エネルギーの新利用形態では、 

⑤ 燃料電池は、還元剤（燃料）と酸化剤とを

供給し化学反応を行い発電するものです。

還元剤として水素やリン酸、炭酸リチウム、

炭酸カリウムなどが使われます。また、光

合成による植物の生体システムを応用し くらしのレポート ２０１３・１ ４

８

４

２

節電から発電（蓄電）へ 
 その２ 

 ～再生可能エネルギー等を利用する～ 

 
 



た太陽光バイオ燃料電池なども開発されて

います。 

 

⑥ 天然ガスコジェネレーションは、ガスの供

給会社が主導しています。天然ガスから取

り出した還元剤の水素と酸化剤の空気（酸

素）を用いた燃料電池で発電し、発電時の

熱を利用して貯湯するもので、発電と給湯

が出来るものです。輸入に頼る天然ガス

（都市ガス）を燃料としているところが弱

点ですが、｢向こう数十年は安定的に供給

される｣とのガス供給会社の言です。 

 

これらの中で①、②、⑤が現状では主流で

す。家庭では設置環境が限られ、それぞれ

小規模な設備となり、発電量も小さいこと

が特徴です。これらの組合せ（例えば、①

と②や①と⑤など）により、発電量を確保

し利用します。また、自然エネルギーの特

徴でもある欠点を補うことも組合せの妙

なのです。 

“貯めておくことができない”ことが電

気の持つ宿命です。現状で高価な“蓄電池”

ですが、今後より安価な“蓄電”システム

が市場化されると思われます。その時には、

余剰分の発電した電気はその蓄電池に貯

めることができ、随時使用できるようにな

ります。電気自動車への蓄電など、実用化

も進むことでしょう。 

再生可能エネルギー 

等の利用の方法は 

分かったが…、 

 

 

  

＜採算は？＞ 

電力会社への売電や各種の補助金の利

用を含めても、初期投資を全て回収するこ

とは短期的には困難です。まして直接的な

利益を生むことも困難です。 

 

 

電力会社から“電力を買う”ということ

を再度考えてみましょう。 “電力を買う”

ということは、原発はさまざまな課題を抱

えており、再稼動も賛否両論あります。そ

のような中で火力発電のための化石燃料

の輸入量は増加しています。 

イ）その増加分の燃料費は電気料金に反映

されていきます。 

ロ）規模の大小に拘わらず、電力会社の買

い取り電力費用は電力消費者に割り振

られます。 

ハ）火力発電所の老朽化による不測の停止

もあるでしょう。その時には著しく電

力の供給量も低下します。“停電”な

どもの事態もあり得るのです。併せて、

一層の“節電”も求められるでしょう。 

このように電力に関して消費者が受け

る影響は、直接的には“値上がり”や“供

給不安”です。自分で使う電力の一部を自

分で賄うことで安定した暮らしも護られ

ます。これらを金額に換算できたとするな

らば、十分に初期投資に見合うであろうと

考えます。単純な“採算”計算だけでは表

せないものなのです。 

 

＜防災面でも“自助”の助けになる…＞ 

上述の“蓄電”システムの市場化は言を

待ちません。その他①、②、③、④、⑥な

どは、被災の程度にも因りますが、被災時

の自助の助けになります。 

個別には、②は風力と太陽光とがセット

になっており、機器の損傷がなければ、

100V の電源を採ることができます。また

⑥は 200 ㍑の貯水槽を持っていますので、

被災時には 200 ㍑の水道水が利用できる

状態にあることです。③のアウトドア用品

などもできれば備えておきたい逸品です。 
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年の始めに家計のことを考えるにあたって 

家計管理の第一歩は家計の現状を把握することです。今後の計画を立てるにも、現在の

家計がどんな状況であるのかわからなければ、具体的な対策や設計ができません。 

以下はファイナンシャル・プランナー（家計のホームドクター）からのアドバイスです。 

 

可処分所得（手取り額）を知っていますか？ 

「手取り」や「可処分所得」＝自分の裁量で自由に使えるお金の額 は、このように算

出します。 

 

◆ 給与所得者の可処分所得 

 

社会保険料 所得税・住民税 可処分所得 

（手取り額） 

 

給与所得者（会社員など）の場合は、「支払い金額」から「社会保険料」と「所得税・住

民税」を引いた額です。 

「支払金額」「社会保険料」「所得税」は、勤め先から受け取る「源泉徴収票」に記載さ

れています。「住民税」については、毎月の給与明細で確認できます。 

 

◆ 事業所得者の可処分所得 

 

社会保険料 所得税・住民税 必要経費 可処分所得 

（手取り額） 

 

自営業者などの事業所得者の場合は、確定申告書や納税通知書などを参考に計算します。 

事業を営むのに要した経費は可処分所得ではありません。 

「事業収入」から「社会保険料」「所得税・住民税」と「必要経費」を引いた金額が可処

分所得になります。 

 

可可処処分分所所得得って？ 

給与収入 

事業収入 

 

収入のすべてが、 

自由に使えるお金では

ありません。 

気をつけましょう！ 

くらしのレポート ２０１３・１ ６ 



お金をじょうずに貯めるには： 

お金が貯まる『黄金の公式』はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蓄は 

1. 目標をもって、（何のために、いつまでに貯めるか。） 

2. 無理のない金額で、 

3. 給料をもらったら（収入があったら）すぐに、 

4. 楽しく、（時々残高を確かめながら） 

続けることがしっかり貯めるコツです。 

 

いくら貯蓄をしたらいいのか、どれくらいが家計に無理のない貯蓄額なのか、また生活

に必要な額はいくらくらいなのかは、それぞれの家計によって違います。 

1年がスタートした今こそ、今年の貯蓄計画をプランしてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入－貯蓄＝支出 

 

注意！： 収入－支出＝残ったら貯蓄 

では、なかなか貯まりません。 

可処分所得－まず貯金＝使っていいお金 

家計では、 

このように考えます。 
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これで今年は 

バッチリ！ 

今回アドバイスを受けたファイナンシャル・プランナーは、 

『自分にあった金額』を一緒に考えてくれます。 

『家計のホームドクター®』と呼ばれています。 

※「家計のホームドクター」はＮＰＯ法人日本ＦＰ協会の登録商標です。 

 



 

 

 

 

 

 

編集発行：八王子市消費生活センター・同消費生活啓発推進委員会 

〒192-0082 八王子市東町５－６ クリエイトホール 地下１階 

☎042－631－5456     ＦＡＸ：042－643-0025 

 

 

編集後記：昨年１２月の衆議院選挙で国政の大きな変化がありました。しかし私たち

を取り巻く消費生活は悪質巧妙化する悪質商法による被害、くらし・環境・食の面で

の生活改善などの取組みはまだ課題が山積といえます。八王子市消費生活センター・

消費生活啓発推進委員会も新年を迎え気持ち新たにスタートを切りました。２月早々

には本ページに掲載のとおり、私たちの活動の総合的な発表の場である「消費生活フ

ェスティバル」を開催します。皆さまのご来場をお待ちしております。 
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八八王王子子市市  

消消費費生生活活フフェェスステティィババルル  
期日：2月 2日(土) １０：３０～１７：００ 

会場：クリエイトホール （5階） 

入場料無料・申し込み不要 

皆さまのご来場をお待ちしております。 

 

くらしの知恵が 

いっぱいじゃぞ！ 


