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旅行論旨 

研究の目的 

ジャポニスムとは、19 世紀にフランスで広まった日本文化、なかでも美術工芸品を愛好し、作品や生

活に取り入れていこうとした潮流のことである。この言葉は、現在でも日本のポップカルチャーを指し

示す単語として使用されている。しかし、多くのジャポニスムに関する先行研究を通読していくなかで、

和菓子を具体例とした研究が少ないことに気づいた。そこで、わたしたちは、和菓子とジャポニスムの関

係について、研究旅行で取り組んでみようと思い立った。 

老舗和菓子店の虎屋は、2003 年に東京で TORAYA CAFÉ をオープンさせたが、『老舗の流儀 虎屋と

エルメス』（新潮社、2016 年）での黒川光博氏（「虎屋」代表取締役社長）の発言（102～103 頁）によれ

ば、そのオープンのきっかけとなったのが、1980 年に開店したパリ店だったのだという。私たちは、パ

リで虎屋が受け入れられた背景に興味をもち、とらや パリ店の工夫や、当時のジャポニスムがとらや パ

リ店へ与えた影響について調査しようと考えた。そこで、次の 2 点の調査を実施することにした。 

① とらや パリ店と東京の TORAYA CAFÉ に関する現地調査： 東京の TORAYA CAFÉ の誕生は虎

屋のパリ出店が大きな役割を果たしているが、TORAYA CAFÉ は、日本国内にある他の虎屋の店

舗とは異なる印象がある。この点について、とらや パリ店と東京の TORAYA CAFÉ で関係者へ

のインタビューを行う。 

② ジャポニスムに関する調査：和菓子とジャポニスムの関連性を考察するために、大学図書館での

事前調査（虎屋文庫の機関誌『和菓子』1994 年 3 月、1996 年 3 月）に加えて、国立国会図書館

で調査を実施する。加えて、パリで開催される「Japonismes 2018」とパリの和菓子店 Pâtisserie 

TOMO(パティスリー朋)を訪れ、和菓子だけでなく、雑誌等で話題になっている「ネオジャポニ

スム」について調査する。 

 以上のように、虎屋とジャポニスムやネオジャポニスムの関連性を調査することに加え、味と見た目

の２つの側面をもつ和菓子が、文化を越えるとき、海外でどのような変容が生じ、日本に逆輸入されるの

かを調査することが、今回の研究旅行の目的である。 

 

期待される成果 

①パリ店の関係者へのインタビューでは、虎屋がパリで受け入れられるためにした工夫や、海外進出

が成功した理由を明らかにできる。TORAYA CAFÉ の関係者へのインタビューでは、パリ店からの影響と

はどのようなものか明らかにすることが可能になる。また、パリ店と東京の TORAYA CAFÉ のメニュー

や外観を比較し、ネオジャポニスムとの関連性について考察することができる。 

 ②文献調査では、大学図書館で雑誌『和菓子』を対象に、東京の国立国会図書館では虎屋の展覧会資料

を中心に調査することで、和菓子の伝統的な美への理解を深めることが可能になる。併せて、パリで開催

される「Japonismes 2018」に参加することで、パリにおけるジャポニスムの現状を把握することができる。

さらに Pâtisserie TOMO で和菓子を見ることで、和菓子の美しさに加えて、日本人とフランス人の美意識

について分析することができる。 
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研究旅行日程表    
 

出発日     2018 年  9 月  6 日 

帰着日     2018 年  9 月  13 日 

旅行日数（発着日含む） 

             ７日間 

 滞在地           行動・調査内容 

第１日目 

 

福岡→パリ 移動 

第２日目 

 

パリ ・ギャラリーラファイエット（百貨店） 

  デパートで販売される日本食の調査を行う。 

・パリ日本文化会館 

  「Japonisme2018」の企画、「井上有一 1916-1985  -書の解放-」

見学。 

第３日目 

 

パリ ・ポンピドゥーセンター 

 「Japonisme2018」日本の食と文化を考えるシリーズ、 

  「亡霊の饗宴」に参加する。 

・パティスリー朋 

  関係者へのインタビュー調査を行う。 

・日本食街 

  日本食に関するフィールドワークを行う。 

第４日目 

 

パリ ・ギメ東洋美術館 

  日本の美術品に関する調査。 

・パレドトーキョー 

  「Japonismes2018」の企画、「Enfance/こども時代」展 見学。 

第５日目 

 

パリ ・とらや パリ店 

  関係者へのインタビュー、メニューや外観、内装の調査を行う。 

・モノプリ 

  日本食の調査を行う。 

・ルーブル美術館 

 「Japonismes2018」の企画、ルーブル美術館ピラミッド内特別展

示 名和晃平 彫刻作品 “Throne” 見学 

第６日目 

 

パリ→東京 移動 

第７日目 

 

東京 ・国立国会図書館 

  和菓子に関する文献の調査を行う。 

・トラヤカフェ青山店 

  とらや パリ店とのメニューの比較を行う。 
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和菓子と虎屋の外国との関係性 
時代 和菓子 虎屋 

奈良 

 

鎌倉 

 

 

 

室町 

 

江戸 

 

明治 

 

 

 

 

 

 

 

現代 

 

 

・中国からの影響を受ける 

唐菓子→梅枝、桂心など 

・中国より禅の伝来とともに点心（朝

夕の食事の間に摂る小食）が広まる 

 点心→羊羹、饅頭など 

・ポルトガルとの交流 

 南蛮菓子→カステラ、金平糖など 

・鎖国下で色、形、名前、素材に独自

性が生まれ、和菓子が完成 

・庶民の間で新たに行事菓子が誕生 

・あんぱんの誕生 

 西洋のパンと日本の餡 

⇒融合の傑作 

・クリームやバターを取り入れる 

 カステラで羊羹を挟む「シベリア」 

 ビスケット生地に餡を入れた「ビス

ケット饅頭」 

 ⇒和風洋菓子、洋風和菓子の走り 

 

 

 

 

 

・原材料が植物性であることや、低カ

ロリーであることが海外で受け入

れられる。 

 
 
 
 
 
 
・室町時代後期 京都で創業する 

・後陽成天皇の御在位中（1586～1611）

より御所御用を承る 

 

・1869 年、東京遷都にともない京都の

店はそのままに東京へ進出 

 

 

 

 

 

 

 

・1930 年 フランスの化粧品会社コ

ティの香水箱の形をヒントに小形

羊羹を発売 

・1979 年 パリ国際菓子見本市に和

菓子出品 

・1980 年 とらや パリ店開業 

 

・2016 年 「羊羹コレクション in 

Paris」に出展 

上記の表は、以下の文献を参照したものである。 

・虎屋文庫編『「虎屋五世紀のあゆみ 和菓子から WAGASHI へ」展』（2003 年） 

・虎屋文庫編『「和菓子を作る-職人の世界-」展』（2011 年） 

・虎屋文庫編『「菓子型の世界」展』（1996 年） 

・虎屋文庫編『「第 50 回特別企画 和菓子の歴史」展』（1997 年） 

・虎屋文庫機関誌『和菓子』創刊号（特集「行事と和菓子」1994 年） 

・虎屋文庫機関誌『和菓子』第 3 号（特集「和菓子の意匠」1996 年） 
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とらや パリ店とトラヤカフェ 

和菓子とジャポニスムに関する調査のために、とらや パリ店とトラヤカフェ青山店でインタビューを

行った。インタビューを元にとらや パリ店とトラヤカフェを対応させ、虎屋とジャポニスムやネオジャ

ポニスムの関連性を考察する。 

商品について①(パリで受け入れられるための工夫) 

 とらや パリ店が開店してしばらくの間、パリの人に和菓子に親しんでもらうことは難しかった。パリ

では豆をスープなどに使うため、塩で味をつけることが多く、甘く味付けをされた豆を食べる習慣がな

かった。そのため、虎屋の商品として有名な羊羹も、その見た目と形から「黒い石鹸」と勘違いする人も

いた。そこで、虎屋はまずフランス人の視覚に訴えかけようと生菓子をアピールした。季節に合わせた形

や色という、ヨーロッパのお菓子にはない美しさはパリの人々が和菓子に興味を持つきっかけとなった。

また、ただ日本と同じ菓子を作るではなく、現地の人々になじみのある洋梨やいちじくなどの食材を取

り入れることで、徐々に和菓子が受け入れられるようになった。 

 とらや パリ店は質の高い和菓子を提供するために、餡や抹茶などを日本から取り寄せている。特に抹

茶は京都宇治の抹茶をすぐに飛行機で運び、鮮

度にこだわって提供している。また、日本人が和

菓子を作り、日本の虎屋と同じ味を提供するこ

とができるように徹底している。食に関する感

性の高いパリの人にとって、原材料へのこだわ

りは、和菓子を受け入れる一つの要因になり得

る。(図 1) 

 虎屋の代表的な羊羹に「夜の梅」というものが

ある。切り口の小豆を夜の闇に咲く梅に見立て

ていることからついた名前であり、このように

和菓子につけられる名前のことを菓銘という。

菓銘は実に日本的であるが、文化や住む環境の

違うフランス人にとって「夜の梅」という菓銘か

ら羊羹をイメージすることは難しい。そこでと

らや パリ店では名前を聞いて、それがどのよう

な菓子なのか判断できるよう、分かりやすいも

のが付けられている菓子も多い。例えば、いちじ

く羊羹(図 2)は前述の通り、ヨーロッパの人々に

とって馴染みのある食べ物であるいちじくを羊

羹と組み合わせることで、羊羹をアピールして

いる。 

また、とらや パリ店が 2005 年に 25 周年を迎

えた時には、ルーブル美術館のピラミッドをモチーフにした「ルーブルの光」という和菓子が作られた。

 
(図 1) とらや パリ店に並ぶ商品 

和菓子だけでなく、抹茶等の販売も行う。 
撮影者：吉井景子 

 

(図 2）いちじく羊羹 

参照：虎屋パリ店ホームページ 
https://www.toraya-group.co.jp/toraya-paris/ja/ 
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イメージしやすいモチーフと菓銘は、人々の好奇心を掻き立て、食べてみたいと思わせる効果がある。 

さらに、パリ店で開発された商品に「餡
あん

ブッション」というものがある。「餡ブッション」とはオレン

ジリキュールを利かせた餡でドライフルーツを包んだ菓子である。現在では餡とチョコレートを組み合

わせたケーキや大福などを販売する店があることから、餡とチョコレートの組み合わせは珍しいもので

はなくなってきているが、とらや パリ店が「餡ブッション」を開発した当初、その組み合わせは斬新で

画期的なものだった。しかし、「餡ブッション」は単に和と洋の食品の融合を目指したものではない。餡

の原材料である小豆とチョコレートの原材料であるカカオが共に植物性の食品であること、加えて、同

じ色味である 2 つの食材は調和するという考えがあったことから作られた。ここにはユニークさだけで

なく、おいしいと感じてもらう工夫がみられる。 

以上のことからとらや パリ店では和菓子を広めるために、伝統的な和菓子の製法や味を大切にしつつ

もおいしさやパリの人の美的好奇心を追及しているということが分かった。 

商品について②(あんペースト) 

 とらや パリ店による「新しさ」への挑戦は、

トラヤカフェの出店にも影響を与えている。

また、トラヤカフェは和と洋の区別にこだわ

らず、食材の相性を考えて新たな菓子を作る

という点において、とらや パリ店と考え方が

共通している。その代表的な商品は「あんペー

スト」である。(図 3.4)「あんペースト」とは、

餡にメープルシロップなどを混ぜペースト状

にしたもので、パンに塗ったり、コーヒーに入

れたりして味わうことができる。「あんペース

ト」は、餡や和菓子に馴染みのない人にとって

も親しみやすく、そのような人々に向けて和

菓子を広める役割を果たしている。さらにト

ラヤカフェは、この「あんペースト」を使って

より多くの人に餡のおいしさを発信できない

かと考えている。「あんペースト」を、チーズ

と一緒にパンにのせたり、サンドウィッチに

したりすることで、海外の人にとっても親し

みやすく、そのおいしさを広めることができ

る。 

「あんペースト」は、和菓子に馴染みのない

日本人に和菓子の魅力を再認識させるだけで

はなく、和菓子と海外、ひいては日本と海外を

つなぐ役割をも果たす。 

 
(図 3）あんペースト 

参照：トラヤカフェウェブサイト  
https://www.toraya-group.co.jp/toraya-cafe/ 

 

(図 4) トラヤカフェ青山店 モーニングメニュー 
スープの横にあるのが「あんペースト［白ごまときな粉］」 

撮影者：井上由梨 
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外観について  

とらや パリ店では、日本の商店と同様に開店時

に暖簾をかける。フランス人は好奇心が強い人が

多いため、「とらや」と書いた暖簾(図 5)や、美しい

和菓子がディスプレイされた外観に興味を持って

来店する人もいる。実際に、筆者たちが取材をさせ

ていただいている間にも、若い女性の方がとらや 

パリ店の外観に興味を持って来店していた。内装

に関しては、若い人たちが店に入りやすいように、

大きいテーブルを配置し、横並びに座ることがで

きるように工夫がされていた。また、奥のテーブル

は、フレンチオークを小豆色に染め上げ、表面を樹

脂でコーティングすることで、寒天の透明感を表

現した「YOKAN TABLE」(図 6)が配置されてい

る。店内のインテリアは角が丸みを帯びており、

「日本の折り合いのこころ」を表しているという。

来店した人の感想としては、店の雰囲気がリラッ

クスできると評判である。さらに、トラヤカフェ青

山店に関しては、内装はシンプルであることを大

切にしており、あくまで菓子が中心であると言う。

このことは、パリ店もトラヤカフェも同様である。

フランスの気品溢れた雰囲気と、とらや パリ店の落ち着きつつも緊張感の残る雰囲気は、類似する。 

 

客層について 

 この節では、とらや パリ店とトラヤカフェ青山店における客層に着目する。 

フランス人は、食に関する感性が非常に鋭い方が多く、親子三世代で来店される方もいると言う。ま

た、とらや パリ店に来店する方々の中で、日本人は 2 割程である。とらや パリ店ではランチとして和食

を食べることができるが、来店するフランス人は、箸を普通に使うことができる。上流階級の方が多いこ

とから、老舗和菓子店である虎屋のブランドイメージが保持されていることが分かる。また、それと同時

に、庶民的な食生活とは一線を画していることが予想される。トラヤカフェの客層は 30 代から 40 代の

女性が多く、比較的若い世代に親しまれている。 

2015年に公開された映画『あん』（監督・脚本：河瀬直美、フランス語のタイトルは「Les Délices de Tokyo」）

は、第 68 回カンヌ国際映画祭でオープニング上演された日本・フランス・ドイツ合作の映画である。フ

ランスでは映画『あん』の評価が高く、和菓子の認知度は上がった。アニメなどの影響で日本語を勉強す

るフランス人も増加しており、その影響で和菓子への興味も高まっているといえる。 

 

(図 5)とらや パリ店の暖簾 

撮影者：吉井景子 

 

(図 6) YOKAN TABLE  
参照：とらや パリ店ホームページ 

https://www.toraya-group.co.jp/toraya-paris/ja/ 
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パティスリー朋 
 パリの和菓子について虎屋とは別の視点から考えるために、フランス人シェフのロマン・ガイア氏が

経営する和菓子店パティスリー朋で取材を行った。取材をもとに、パリにおける和菓子とジャポニスム

について考察してみたい。  

 

パティスリー朋について 

 パティスリー朋は、2016 年にパリでオープンした和菓子店

で、主にフランス風どら焼きや創作和菓子を販売している。ロ

マン・ガイア氏と村田貴徳氏によって経営されるこの店は「日

本の和菓子を知ってもらう」という、二人の共通する思いから

始まり、現在では多くのお客でにぎわっている。 

 ロマン氏はパリのチョコレート店 Jacques Genin（ジャック・

ジェナン）にて経験を積み、日本で修行を行う。フランスへ帰

国後、パリでどら焼きをベースとしたお菓子を製作している。

村田氏は名古屋市の老舗和菓子屋出身で、現在はフランス在

住。パリの和菓子店サロン・ド・テ「WALAKU（和楽）」でシ

ェフをしていた経験がある。パティスリー朋では季節のお菓子

などを製作している。(図 7) 

 

商品と受容 

 パティスリー朋の商品は、どら焼きを中心とした和菓子、抹

茶や煎茶などの日本のお茶、酒、ざるそばなどを扱っている。

店内に入ると、最初にどら焼きを作っている様子を見ることが

でき、店内の落ち着いた雰囲気に懐かしさを感じた。筆者たち

は、店で最も人気のある商品である「ゆずソーダ茶」「冷たいそ

ば茶」(図 8)、「リコッタチーズとゆずのどら焼き」(図 9)をいた

だいた。どら焼きは、ナイフとフォークでいただく。リコッタ

チーズとゆずとあんこがさっぱりと共存しており、甘みは控え

めで新しさがある。ゆずソーダ茶は、日本では見たことがない

飲料であった。ゆずの香りがすっきりとしており、ソーダであ

るためか、初めて日本のお茶を飲む人でも飲みやすい。そば茶

は、一般的な温かいものではなく、冷たくグラスに注いである

ことから、フランス人にとって親しみやすい印象を受けた。 

 パティスリー朋への取材では、はじめに、フランスにおける

和菓子についてお話をうかがうことができた。ロマン氏によれ

 

(図 7)パティスリー朋の外観 
撮影者：井上由梨 

 

(図 8)そば茶(右)とゆずソーダ茶(左) 
撮影者：吉井景子 

 

(図 9)どら焼きリコッタゆず 
撮影者：井上由梨 



9 
 

ば、和菓子はフランスの菓子に対してバラエティーが豊かであると言う。フランスの菓子は、季節や行事

との関連性が薄い。一方で和菓子は、季節やイベントによって変化するため、幅広い種類がある。例えば、

こどもの日には柏餅を食べるといった行事の中の習慣や、和菓子に季節の果物を使用することなどを挙

げることができる。また、フランス人にとって和菓子は、とらや パリ店の影響もあり、敷居が高く高級

感のあるイメージがあるという。「知っている人は知っている」という菓子であり、パティスリー朋は、

パリの 2 区に位置し、2 区は日本食店が多いため、日本に興味のある方が来店することが多い。残して帰

る方は基本的にいないと言う。さらに、和菓子は工業製品とは異なる職人技という印象もある。食品に関

してこだわりのあるものを購入する傾向になっている。 

 次に、フランスでパティスリー朋の和菓子が受け入れられた理由を 3 点うかがうことができた。 

1 点目は、近年、健康志向のフランス人が増加したからである。和菓子は、牛乳やバターなどの動物性

食品を基本的に使用していない。パティスリー朋では材料に BIO（ビオ／オーガニック製品）の食品を使

用している。また、健康面を気にしたり、美容効果があったりという理由から、抹茶の人気も高い。 

2 点目は、どら焼きの皮が小麦粉でできているからである。和菓子は一般的に米粉や餅粉から作られる。

米粉や餅粉はフランス菓子に使用されないため馴染みがないが、小麦粉は一般的に使用するため食べや

すい。筆者たちは「フランスでは豆を甘く煮る習慣がないため、あんこは受け入れられづらいのではない

か」と予想していたが、今回のインタビューによれば、フランス人にとってあんこはマロンクリームに似

ているのだと言う。マロンクリームは、デパートやスーパーにも販売されており、大衆的に食べられてい

る。マロンクリームに慣れたフランス人だからこそ、あんこが欠かせない和菓子が受け入れられたので

ある。 

 3 点目は、日本に興味を持つ若い人が多いからである。日本を訪れてフランスに戻ってきたフランス人

が和菓子や日本のお茶を求める。そのため、パティスリー朋の客層は、25 歳～45 歳といった比較的若い

世代が多い。 

 

日本とフランスをつなぐ試み 

 ロマン氏はパリで和菓子を広めることはできても、フランス全体で和菓子を一般化することは難しい

と考えている。しかし、パティスリー朋が担う役割は、和菓子を広めるということだけではない。 

例えば、日本のお茶の若手生産者や、家族だけで営む比較的小規模の生産者とコラボレーションをした

り、日本の会社と協力してお茶のセミナー等のイベントを開催したりしている。こうした活動は日本に

興味を持つフランス人にとっても、フランスに興味を持つ日本人にとっても有益である。 

また、「フランスといえばマカロン」「日本といえば羊羹」というような、ステレオタイプなイメージを

視野の広いものへ発展させることができる。実際にパリでは、5 年ほど前までは、和菓子は工場で大量生

産されるイメージを持つ人が多かったが、パティスリー朋のように、食材や作り方にこだわるお店が増

えてきたことで、現在では和菓子は職人技によるもの、という認識が広がってきているという。 

このように、パティスリー朋はフランスと日本の会社や人をつなぎ、文化交流の場や機会を創造する

ことで、日仏両国のイメージや関係の発展に貢献している。 
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ジャポニスム 
 パリでは、和菓子だけでなく、日本文化全体の広まりを調査した。そこでこの章では、ポップカルチャ

ーやサブカルチャーではない、パリに発信されている日本文化を考察することにしたい。 

 

ジャポニスム 2018 展示企画 

 

① ルーブル美術館ピラミッド内特別展示 名和晃平 彫刻作品 “Throne” (図 10) 

名和晃平氏による作品。名和氏は 1975 年に

大阪府で生まれ、1998 年に京都市立芸術大学

美術彫刻専攻を卒業。2003 年京都市立芸術大

学大学院美術研究科博士(後期)課程彫刻専攻

を修了し、博士号を取得。京都を拠点に独自の

「PixCell」という概念を機軸に、国内外で活動

している。現在は京都造形芸術大学大学院特任

教授。 

“Throne”は、ルーブル美術館ピラミッド内の

特別展示としては日本人初で、過去に例のない

規模の展示となっており、金箔貼りと 3D 造形

システムを駆使して作られた。高さ 10.4m のそ

の彫刻は、伝統技術と最新技術の融合によるも

のである。「浮遊する空位の玉座」は、現在開

発が急速に進むコンピューターや人工知能が、

人間の政治や経済に絶大な影響を与えるので

はないかという予感を表現しており、見る者に

権力や未来について問いかけている。 

 この彫刻は色、形、大きさの派手さから、ピ

ラミッドの外から見ても存在感が十分にあっ

た(図 11)。また、ピラミッドはルーブル美術館

の中央入り口となっているため、ルーブル美術

館の顔としての役割も果たしていた。中央入り

口から地下に降りると彫刻は真上に位置し、彫

刻を見上げるような態勢で鑑賞ができるよう

になっている。 

 

  

 
(図 10) “Throne” 
撮影者：吉井景子 

 

(図 11)ピラミッドの外から見た“Throne” 
撮影者：吉井景子 
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② パリ日本文化会館 井上有一 1916-1985 -書の解放-  (図 12) 

 パリ文化会館では、書家井上有一氏(図 13)の個展が開か

れていた。井上有一氏は 1916 年に東京の古道具店で生ま

れた。1935 年本所区横川尋常小学校の教員になり、画家を

志したが断念する。その後、上田桑鳩に師事し、書に専念

するようになった。井上氏は、国内外で個展を開き、挑戦

的ともいえる作品を次々に世に送り出した。1985 年に劇

症肝炎により他界してしまったが、現在でも彼の個展は

人々の注目を集めている。 

 今回の個展では、初期の代表作「無我」「貧」や「宮沢賢

治童話 よだかの星」など、様々な種類の作品が展示され

ていた。型にはまらない井上の作品には、日本の伝統文化

である書道をアート作品へと昇華させようという意識が

表れている。 

 多数の作品が展示されていたが、それらの作品からは、

簡素な道具から生み出される井上の挑戦的なエネルギー

を感じることができる。殴り書きのような豪快な文字は日

本人でも読むことができないものもあった。しかし、井上

の作品は文字を読むのではなく、作品全体を 1 つの芸術と

して鑑賞することができるため美術作品として成り立っ

ていた。 

 

③ 「Enfance/子ども時代」展 (図 14) 

 2002 年にコンテンポラリー・アートのための「現代創造

サイト」として開館したパリの美術館パレ・ド・トーキョ

ーで、日本とフランス、ならびにさまざまな国のアーティ

ストによる「子ども時代」をテーマとした現代アート作品

が展示されていた。日本人アーティストの Amabouz 

Taturo（旧名 西野達）氏による「A Doll’s House」は、巨

大なドールハウス兼美術館入口となっており、非常に目立

つとともに新しい展示方法となっていた。また、日本人漫

画家の横山裕一氏とフランス人工芸職人とのコラボレー

ション作品である「ガラスの野獣とわたしたち」では、ガ

ラスにカラフルな絵が描かれている。ジャポニスム 2018

のコンセプトでもある「日本とフランスの感性の共鳴」の

役割を果たしていると言える。日本からは、ほかに栗林隆

氏、毛利悠子氏、宮崎啓太氏、森千裕氏、鈴木友昌氏とい

ったアーティストが参加していた。 

(図 12)井上有一 1916‐1985‐書の解放‐ 
ジャポニスム 2018 パンフレット（パリ日本文

化会館発行）より 

(図 13)井上有一氏 
井上有一 1916‐1985‐書の解放‐のチラシより 

 

 

(図 14) 「A Doll’s House」 
撮影者：井上由梨 



12 
 

ギメ東洋美術館 (図 15) 

 ギメ東洋美術館は、1879 年に実業家のエミール・ギメ

によって創設された国立の東洋美術館である。アジア以

外の地域に存在する東洋美術館としては規模が最大で

あり、1945 年にはルーヴル美術館の東洋部のコレクショ

ンすべてがギメ東洋美術館に移転し、ルーヴル美術館の

東洋部の役割を果たしている。 

筆者たちがギメ東洋美術館に訪れた期間中、「米の土

壌」展が開催されていた。19 世紀及び 20 世紀の中国と

日本における稲作や田園を記録した貴重な写真が展示

されている。日本の庶民の生活が映し出された白黒写真

からは全体として、豊かな自然と共存する日本人の様子

を見ることができる。 

フランスに持ち込まれた日本の展示物を観覧するた

め、常設の日本の展示品ブースに向かったが、残念なが

ら観覧することができる時間が限られていたため、鑑賞

することができなかった。 

 

モノプリ／ギャラリーラファイエッ

ト／日本食街  

 パリにおいて日本食はどのように受け入れられているのかを検証す

るために、モノプリ、ギャラリーラファイエット、日本食街を訪れた。 

まず、パリのスーパーマーケット「モノプリ」には、”SUSHI 

GOURMET”と書かれた巻きずしセットが販売されていた。内容は、カル

フォルニアロールと類似した見た目の寿司で、アボカドとトロを寿司飯

で握り、ゴマがかけてある。売れ行きについては確認できなかった。 

次に、パリのデパートであるギャラリーラファイエットの食品館に

は、”Japanese Sesame Oil”、”Sushi Vinegar”、“Teriyaki Sause”、キッコー

マンの醤油、”Nouilles Japonaises”と書かれた日清のカップヌードル、出

前一丁、寿月堂の煎茶やほうじ茶、味噌汁などといった日本の商品が販

売されていた。日本食品の大部分はコーナーとしてまとまって陳列され 

 

 

 

                                                     

 

(図 15)ギメ東洋美術館の外観 
撮影者：井上由梨 

 

 

（図 16）ギャラリーラファイエ

ットで販売されていた寿司 
撮影者：井上由梨 
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ていたことから、日常的な食品というよりは時々食べる食品であると

推測できる。一方で、”MOUTARDE AU YUZU”という商品は、柚子入

りマスタードであるが、フランスの商品として柚子が一般的に使用さ

れている例も見られた。寿司を販売する店(図 16．17)もあったが、店の

従業員は中華系の方が多かった。客は、筆者たちが店に行った時には 9

割以上が現地パリの人々であった。 

最後に、パリには日本料理店が多く存在していた(図 18)。特に、1 区

2 区に集中しており、ラーメン、すし、おにぎり、弁当などを販売する

店が立ち並び、日本食の広まりをみることができた。 

 

Japonismes2018 では、日本の伝統を残しつつ、新しい挑戦を加えたも

のを日本文化として発信していた。日本食に関しては、日本食店の経

営者は日本人ではないことが多かった。スーパーやデパートで販売さ

れる日本食は日本風にとどまっていたが、一定の人気があることが分

かった。 

 

 

 

 

 

おわりに 
先行研究では定義が曖昧であったネオジャポニスムについて、今回の研究旅行の成果を踏まえて、和菓

子を中心に定義してみたい。 

以下は、永見文雄「パリにおける日本のプレザンス――現今のネオ・ジャポニスムについて」（『日仏文

化』2009 年 3 月）や特集「もっと素敵にジャポニスム」（『芸術新潮』2014 年 7 月）などの先行研究で定

義されている、ジャポニスムとネオジャポニスムについての主な内容である。 

 

・ジャポニスムとは…19 世紀中盤にフランスを中心とする欧米諸国で、日本の文化、なかでも美術工芸

品を愛好し、作品や生活に取り入れていこうとした潮流のこと。 

・ネオジャポニスムとは…90 年代初頭から現在にかけての日本のサブカルチャーやポップカルチャーな

どに対するフランス人のとりわけ若年層の関心の盛り上がりのこと。 

 

〈ジャポニスムの流れと和菓子の関係〉 

年代 第 1の波（19世紀中盤） 第 2の波（1980 年代） 第 3の波(1990 年代初頭～) 

内容 美術工芸品のブーム モード系ファッション サブカルチャー 

食関連 (なし) 「虎屋」のパリ進出 日本食ブーム 

 

 

（図 17）図 16 の店のメニュー 
撮影者：井上由梨 

 
（図 18）日本食街 
撮影者：井上由梨 
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ジャポニスムの内容は、年代とともに変化しており、19 世紀中盤のジャポニスムを第 1 の波、1980 年代

のジャポニスムを第 2 の波、そして 1990 年代から現在のジャポニスムを第 3 の波と定義する。虎屋のパ

リ進出は 1980 年であるため第 2 の波と重なる。 

 

ジャポニスムの波と食のブームの関連性 

 研究調査旅行に出発する前に上記の表をまとめた際には、モード系ファッションのパリ進出が虎屋の

パリ進出に影響を及ぼしていると思っていたが、取材の結果、実際には直接的な関連性はなかった。 

 第 3 の波に関しては、サブカルチャーが日本食に興味を持つきっかけになっていることが分かったが、

それ以上に、フランス人の健康に対する意識の高まりが、和菓子を含む日本食への関心に繋がっている

ことが今回の旅行を通じて判明した。 

 加えて、第 1 から第 3 の波にかけて、ジャポニスムが生じている要因として、フランス人の好奇心の

強さが考えられる。 

 

ネオの解釈 

今回の研究旅行の経験を踏まえると、近年、「ネオジャポニスム」という名称が用いられるようになっ

た背景として、次の 3 点を挙げることができると考える。 

① かつてフランスで日本の美術工芸品が流行した 19 世紀と比較したときの、年代的新しさから、「ネ

オ」ジャポニスムと呼ばれるようになった。 

② 日本文化がフランスへ国境を超えたとき生じる文化的な新しさ(文化が国境を越える際には「挑戦」

というニュアンスが加わる) から、「ネオ」という言葉が加わった。 

③ 日本文化がパリに発信されることで、反対に日本国内で日本文化が復活することによって「ネオ」

という言葉が加わった(日本国内における自国文化の捉え直し)。 

 

ネオジャポニスムとは 

 ネオジャポニスムとは、フランス人の好奇心の強さと、日本の伝統文化に新しさを加えて発信すると

いう挑戦によって生じるものであり、日本国内においても、海外のネオジャポニスムという潮流が伝え

られることで、新しさが加わった伝統文化を捉え直す、という現象が発生している。 

 和菓子におけるネオジャポニスムは、健康志向で食にこだわるフランス人の考えと、和菓子を広めた

いという和菓子店の思いが、需要と供給という形で結びついて生じている。さらに、伝統的な和菓子が文

化を超えることで新しさが加わり、その挑戦を受けて日本の和菓子が再興する。この一連の流れを、私た

ちが考える「ネオジャポニスム」と定義することで、今回の研究旅行の締め括りとしたい。 

 

本研究を進めるにあたり、パティスリー朋フランス人シェフ ロマン・ガイア氏に快くインタビューに

応えていただくなど、多大な助力をしていただきました。厚く感謝申し上げます。  
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