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※ なお，シンポジウムでVTRにまとめて紹介した『きょうの料理』の歴史に関しては，『放送研究と調査』2018 年1月号掲載の論考「「料理」
「健康」「園芸」Eテレ長寿番組のメディア展開」を参照されたい1）。

土井善晴（料理研究家）

1987年から『きょうの料理』に出演，
季節感や旬の食材を大切にした家庭
料理を提案し続けている。父は料理研
究家の土井勝。

鈴木謙介（関西学院大学社会学部准教授）

ネット社会の最新事例研究をはじめ，
「食」を社会学の観点から分析する研
究にも携わる。

河村明子（『きょうの料理』ディレクター）

1971年NHK入局。ディレクターとして
79年から『きょうの料理』担当に。90
年からフリーとなり現在に至る。

シンポジウム

『きょうの料理』60年の歴史とこれから
～“老舗”番組から考えるコンテンツの未来～

メディア研究部  大野敏明

60年続く料理番組の老舗『きょうの料理』。しかし今やレシピはスマートフォンで手軽に手に入り，さらには，料理
はわざわざ手作りしなくても買えばすむ時代。番組は，そのあり方が問われているとも言える。

NHK放送文化研究所は2018年 3月，「NHK文研フォーラム2018」内でシンポジウム「『きょうの料理』60年の
歴史とこれから」を開催した。料理研究家の土井善晴氏，関西学院大学社会学部准教授の鈴木謙介氏，『きょう
の料理』の制作に40年間携わるフリーディレクターの河村明子氏が登壇。番組の歴史を振り返りながら，手作り
の家庭料理を伝える意味，番組が果たしてきた役割，この先のあり方などを考えた。

土井氏は番組の役割を「手作りの家庭料理を通し，自分たちの暮らしを自分たちで作る力を発見させてあげること」
だと語った。鈴木氏は番組が近年力を入れるレシピのネット展開について「お金にはならなくとも公共性の高いコ
ンテンツを提供できることに強みがある」と述べた。河村氏は番組の今後に向け「伝え手の顔が見え，温もりが伝
わり，いつも同じ時間に見られる安心感が『きょうの料理』にはある。60年続けてきたスタンスはそのまま変えずに，
続けるが勝ちという気がする」と語った。

変わる時代の中で“老舗”料理番組はどこへ向かうべきなのか。本稿ではシンポジウムの内容を再構成し，未来
に向けた示唆を，番組 60年の歴史や登壇者の言葉の中に見出す。
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はじめに

2018 年 3月9日に「NHK文 研フォーラム
2018」内で開催されたシンポジウム，「『きょう
の料理』60年の歴史とこれから」。登壇者は，
1987年から『きょうの料理』に出演し，父・土
井勝氏から2代にわたり家庭料理を伝え続ける
料理研究家の土井善晴氏，ネット社会の最新
事例研究や，「食」を社会学の観点から分析す
る研究に携わる関西学院大学社会学部准教授
の鈴木謙介氏，『きょうの料理』の制作に40年
にわたり携わってきたディレクターの河村明子
氏。番組60年の歴史と時代に合わせた取り組
みをVTRで振り返りながら，手作りの家庭料
理を伝えることの意味や『きょうの料理』が果
たしてきた役割，これから先のあり方などを考
えた。なお，進行は05年から08年，12年か
ら17年 6月まで『きょうの料理』の制作に携
わった筆者が務めた。シンポジウムの構成
は，以下のとおりである。

1. 『きょうの料理』とは
2. 番組誕生と食卓の激変
3. 変わるニーズと手作りを伝える意味
4. ネット時代と『きょうの料理』の未来

本稿はシンポジウムの進行に沿って構成する
が，会場で上映したVTRの内容と項目1につ
いては要点を記し，項目2，3，4については登
壇者の発言をできる限り採録する。そのうえ
で，番組の過去の取り組みや登壇者の発言の
中から，特に未来に向けた示唆となりうる内容
をピックアップし，“公共メディア”として『きょ
うの料理』が発信すべきコンテンツのあり方に
ついて改めて整理する。

1. 『きょうの料理』とは

シンポジウムではまず，番組の基本情報を
おさえた。

放送開始は1957（昭和 32）年。60年間

変わらず使用されているテーマ曲を作曲し

たのは，作曲家の冨田勲氏である。

番組には付随したテキストがあり，創刊

は放送開始の翌年。現在は公式サイト，レ

シピ検索サイト，LINEとTwitter の SNS

サービス，レシピ動画の配信など，イン

ターネット展開も積極的に行っている 2）。

企画は放送の半年前から，番組とテキス

トのスタッフが合同で協議を重ねて練る。

企画が決まると講師とレシピの打ち合わせ

を繰り返し，放送の3か月前にテキストの

撮影を行う。さらに，テキストのスタッフ

が書き起こしたレシピをもとに料理の試作

をし，総エネルギー量や調味料等の微調整

を行い，レシピをブラッシュアップする。

テレビの収録は放送の2週間ほど前。カ

メラリハーサルでは，実際に料理を作り所

要時間を計測する。その際，放送予定尺

がオーバーするようであれば説明の段取り

を減らすなどして，本番では24分30秒間

ちょうどで収録し，あとから編集をするこ

とは基本的にない。
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このように『きょうの料理』は，60 年間変わ
らぬスタイル，ニーズを考え工夫されたレシピ，
積極的なメディア展開が特徴と言える。

これに対し鈴木氏は「ノーカットでできるよ
うに半年前から作り込んでいる。思い出すのは

『8時だョ ! 全員集合』3）で，ドリフターズの皆
さんが綿密に台本を書き，稽古をし，セットの
具合をよく見て本番に臨まれていたという話。
テレビ黎明期からドリフぐらいまでのテレビの
作り方が，今も生きている。何でも編集で作
れる時代に，あえてその時間にぴったりに収
めようとすることで，料理のライブ感，まさに

「動いているもの」を作っているのだと思う」と
語った。

一方で，番組には60 年間変わらないゆえの
教科書的な堅苦しさ，マンネリ感，流行遅れ
感など，今の時代のコンテンツとしては物足り
ない面があることも否めない。ここで土井氏
に，これからの時代『きょうの料理』は一言で
言って変わるべきか，変わらないべきかを聞い
た。土井氏は「ライフスタイルに合わせて変わ
らなければならないことはあると思う。ただ，
理由もなく変わるというようなことになると，
先人が積み上げてきた文化を破壊することに
もなる。変わるなら変わる理由，変わらないな
ら変わらない理由を伝え，自分で選択できる
ようにしておいてあげないと，一方向だけでは
文化破壊であったり，安易な方向に流れてしま
う」と語った。

河村氏は「すでに30年前，一流新聞のラ
テ欄に「マンネリの十年一日のごとく変わらな
い『きょうの料理』」と酷評が出たことがある。
最近では50 年続いた，60 年続いたと褒めそ
やしてくれるから，続けるが勝ちということで
すかね」と語り，会場の笑いを誘った。

2. 番組誕生と食卓の激変

次のパートでは，番組草創期の歴史をまず
VTRで紹介した（講師の敬称略）。

戦後の食糧 難からようやく抜け出し，

人々の食生活が豊かになり始めていた1957

（昭和32）年。『きょうの料理』はその年の

11月4日，週6回，10分間の生放送をスター

トさせた。

初回は料理の作り方は教えず，栄養バラ

ンスのいい食事のとり方を解説した。豊か

になったとはいえ，国民の4人に1人が脚
かっ

気
け

などの栄養欠陥による身体症状を抱えて

いた時代。講師を務めた栄養士の近藤とし

子は「鍋の中だけのことではなく，そのこ

とから起こる問題を，生活と結びつけて教

えたかった」と，その後のインタビューで

語っている。

番組で初めて料理を紹介したのはその翌

日で，メニューは「かきのカレーライス」。

手間をかけた本格的な西洋料理だった。放

送開始後１か月間のラインナップを見ると，

シチュー，カナッペ，マカロニグラタンな

どの西洋料理や，シャーレンドーフ，シチン

フォーコーズといった本場の中国料理が並

ぶ。『きょうの料理』は，和洋中のおかずを

取り交ぜた新たな食卓様式を，テレビを通

して全国の家庭に広げていった。

高度経済成長とともにテレビの普及が進
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シンポジウムでは，VTRを受けて番組誕生
の時代背景や，スター講師たちが果たした役
割について考えた。ここからは，シンポジウム
での発言を採録する形で構成する。

大野：『きょうの料理』は，昭和 28（1953）年

に放送が始まった『ホームライブラリー』5）とい

う婦人向けのデイリー番組の中にあった「料理

教室」という週 1回の企画を，独立したデイリー

番組にしようということで生まれました。

　番組が始まった昭和32年11月のラインナッ

プには洋食が結構多いのですが，土井さん，

これを見てどう思われますか ?

土井：あの時代，誰も知らないことがテレビか

ら流れてきたんだと思うんですね。ほとんどの

家庭では食べたことがないようなものが『きょ

うの料理』で放映されたのかなと。ですからみ

んなが憧れるんですよね。昭和32年なんて私

は子どもの時代ですけれども，何もなかったわ

けでしょう。その時代は父が料理学校をしてい

ましたけれども，まさに鈴なりになって，学校

の教室で本当にみんなが楽しそうに，うれし

そうにお料理を習った時代です。みんなが料

理というようなものに憧れて，家に帰ったら食

卓にいっぱいお料理を並べるというのが，母

親の，専業主婦の幸せだったんじゃないです

か。アメリカなんかのホームドラマでは，大き

な冷蔵庫があるとか，スーパーマーケットでいっ

ぱい買い物をする様子みたいなことが，私な

んかでも頭にまだ残っていますよね。そういう

時代だったと思います。

河村：今でこそ定番になっているお料理があり

ますけれども，その当時はもう全然定番なんて

み，『きょうの料理』放送開始時には8%に

満たなかった普及率は5年後の62年には

約80%にまで上昇した。スター講師も次々

と生まれ，中でも絶大な人気を誇った講師が

土井勝。テレビが日常生活に溶け込むと同

時に，番組で紹介するレシピがより実用性

を問われるようになる中，誰もが作ってみた

くなる家庭の味を「おふくろの味」と称し，

優しい語り口で伝えた。

ほかにも，帝国ホテルの総料理長だった

村上信夫は，一流ホテルの本格的な味を家

庭でも再現できるように，陳建民は，中国・

四川料理を日本人の口に合うように工夫し，

そのキャラクターとともに人気を博した。

スター講師たちが紹介する料理は全国に広

まり，家庭の食卓の「定番メニュー」となっ

ていった。

60年代前半，昼の時間帯には『きょうの

料理』以外にも，日本テレビは『奥様お料

理メモ』『おやつの工夫』，東京放送（TBS）

は『今晩の家庭料理』『江上トミの味八丁』，

フジテレビは『料理の窓』『きょうの献立』，

日本教育テレビ（テレビ朝日）は『ホーム・

クッキング』『お料理110番』など，民放各

局がこぞって料理番組を放送していた 4）。毎

日の献立をテレビで決める「料理番組の黄

金時代」の到来だった。
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もんじゃないし。やはり西洋料理と中国料理が

多いというのは憧れ。今まで食べたことのない

お料理というので。NHKの制作ハンドブック 6）

には「半歩先を行くものを放送しなさい」とい

うのがあったみたいですけれども，まさにそん

な感じだったのかなと思います。

鈴木：何というか理想の時代とでもいうんで

しょうかね。人々が理想を追い求めていた。

日本の戦後の食というのは，おそらく一番整っ

た形で入ってくるのは GHQ の支援によって始

まった学校給食なんですね。ところが僕の父

なんかの世代からは，とにかく脱脂粉乳とい

うのがまずくて，という話をよく聞くわけです

けれども。栄養バランス的にどうかということ

で考えられていても，なかなか味という点で

追いついていなかったときに，食卓に憧れの

イメージというものがやってきて，それが例え

ば外来のものである，舶来のものであるという

ところが，日本の戦後の料理の，いわば食卓

の出発点だったというのも含めて，おそらく戦

後の食卓というものがここから始まったんだろ

うな，という気がするんですよ。

大野：その中で生まれてきたのが，村上信夫さ

ん，土井勝さん，陳建民さんのようなスター講

師。河村さん，こうした講師の存在は，制作

者から見ても大きかったのでしょうか ?

河村：番組が始まった頃からのことを調べてみ

ると，メインに出ている方は何度も何度も出続

けている時期があって。まず，講師の方に知

識があった。つまり，今でこそディレクターが

先生に「ああだ，こうだ」と言いますけれども，

最初はとにかく“知らないことを知っている人”

だったと思うんです。江上トミさんがフランス

で覚えてきたとか，飯田深雪さんがシカゴでア

ル・カポネがいる時代に覚えてきたとか，村上

さんや陳さんはプロ中のプロですし，とにかく

知らないことを教えてくれる。そのうえで土井

先生のように，とにかくしゃべるのが上手。料

理しながらしゃべるって大変なことだと思うし，

それを明確に伝えられて，面白くて楽しくてな

んていうのは，本当にすごいタレントだったな

と私は思います。こういう方たちが初期に番組

の基本を作ってくださったのかなと思います。

鈴木：テレビが始まった頃は，歌舞伎や舞台

とかでやってらっしゃる方が出演しているわけ

ですね。ところが，だんだんテレビが初めて

の仕事だという方が増えてくる。そのときに求

められたのは，それまでの舞台俳優のような，

いわば舞台をやっている方独特の体つきとか

声の使い方ではなくて，私たちが普段日常しゃ

べっているような，ちょっと私たちに近いよう

なスタンスで話してくれるんだけれども，その

中で少しほかの人よりもうまいというような，

そういううまさが目立つようになってくる。おそ

らくこの講師の先生方もそうで，うまいといっ

ても，料理の部分ももちろんそうなんだけれ

ども，テレビ的にうまいというのができ始めた

時代にバシッとはまった先生方だったんだろう

なという気がします。
村上信夫

（1921～2005）
土井 勝

（1921～ 95）
陳 建民

（1919 ～ 90）



核家族化が進んだ1960年代後半，毎日

の食卓を整えることは，当時の専業主婦た

ちの“腕の見せ所”でもあった。『きょうの料

理』は，世界各国の多彩なレシピを伝える

ことで，主婦たちを後押ししてきた。

そんな中，「伝統の味への回帰」を謳った

企画が大きな反響を呼ぶ。懐石料理の第

一人者などを講師に迎えた1967年の特集

「正月料理」。テキスト30万冊が売り切れる

という，番組始まって以来の大反響だった。

戦中・戦後の食糧難や，核家族化で途切れ

つつあった伝承を繫ぎとめる役割が，番組

に求められたのだ。

高度経済成長期の食生活の変化は，成人

病の広がりという不安の影も落とした。79

年の特集「成人病の食事」は，テキスト100万

冊を売り上げた。70年代後半は，こうした新

しいニーズが次々と表れた時代でもあった。

中でも『きょうの料理』にとって最も大き

なエポックとなったのが「女性の社会進出」。

家庭料理の担い手だった専業主婦が増え

続ける時代が終わり，75年を境に外で働く

女性の数が増加に転じた。料理番組が，料

理の手間を省く方法を教えなければならな

い時代になり，電子レンジや冷凍食品を活

用した，男女問わず，忙しい人向けの企画

が次々と放送された。

さらに86年には，男女雇用機会均等法

が施行され，共働きの家庭は増え続けた。
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大野：テレビが身近なものになってきて，親近

感とか，親しみやすさみたいなものは，料理

を伝える部分で重要だったのですかね ?

鈴木：その親近感というのは，画面の向こう

の話なんだけれどもお茶の間という，家庭の

中にあるところから流れてくるものだから，な

んだかすごく近い人のような気がしてしまう。

これは，テレビやあるいはラジオもそうだった

んですけれども，家庭の中にメディアの情報

が入ってくることによる1 つの影響ですよね。

河村：映画とは違うね。

土井：それと，やはり情報がしっかりしていま

したよね。レシピを自分で書くということ，そ

して，自分の器に盛るということですね。今

はスタイリストとかが用意したものということに

なっていますけれども。全部自分で原稿から何

まで書いて，責任を持っていたと思うんですね。

　当時はそれぞれのトップの人が出てたから非

常に見ごたえがあったし，影響力を持っていた

し，プロの人たちを含めて日本中が，『きょう

の料理』から発信される新しい情報を気にして

いたような気がします。

3. 変わるニーズと
　　　　　　手作りを伝える意味

続いてのパートでは，1960年代後半から現
在に至るまでの番組の歴史を，大きなエポック
となった事柄にしぼってVTRで紹介した（講
師の敬称略）。



総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」より

忙しい毎日の中で料理を作ることは負担と

なり，「外食」や出来合いの料理を購入して

家で食べる「中
なか

食
しょく

」の利用が増加。「料理離

れ」が叫ばれた。

この時代が生んだスター講師の1人が，小

林カツ代である。仕事と家庭の両立を目指す

人たちに向けた，常識を覆す手軽なレシピ

を次々と生み出し，その後の家庭料理に大

きな影響を与えた。

料理離れがますます進んだ90年代以降

は，料理の楽しさを伝えることが番組の大

きな柱に。グッチ裕三，ケンタロウ，栗原

はるみなどの企画が，好評を得てロングラ

ンとなった。

一方で中食の市場規模は10兆円を突破

し 7），その進化もとどまるところを知らな

い。フードデリバリーの市場も急成長し，

新規参入する企業が相次いでいる。料理は

作らなくても買えばすむ時代。手作りの料

理を伝えることの意味が問われている。
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大野：女性の社会進出を機に外食や中食が進

化し，料理が買えばすむ時代になってきている。

そういった中で，どう家庭料理のよさを伝えて

いくか，そもそも手作りの家庭料理を伝える意

味があるのかを，このパートではお話しできれ

ばと思います。まずは当時の女性の就業状態

について，鈴木さん，このグラフを解説してい

ただけますか。

鈴木：1970 年に入るぐらいから，まずお見合

い結婚と恋愛結婚の割合というのが逆転して，

恋愛結婚が主流になるんですね 8）。70年代に

女性の就業者が増えてはくるのですが，当時

はまだ専業主婦の奥さんが外に働きに出たい

と言うと「俺の稼ぎじゃ不満なのか」というふ

うに言われた時代です。パートに出るのも厳し

かったというところから，子育てが一段落する

と，もう一度パートで仕事に帰るという，いわ

ゆるM 字型を描いて就業し始める時代になり

ます。

　85 年に男女雇用機会均等法が制定され 9），

90年代に入るぐらいから今度は共働きが増えて

くるんですけれども，70年代から 80年代とい

うのは，いわゆるそれまでの主婦の役割もあ

りながら，同時にパートで外で働いていると

いう，いわば二重の役割を女性が引き受けな

きゃいけなかった時代なんです。

大野：土井さん，これまで『きょうの料理』で

いろいろな料理を紹介し，家庭料理は高度化

し，多彩になってきましたが，そういう人たち

にとってはかえって負担になってきた状況があ

るかなと。

土井：女性も社会に出ていくとなったら「手抜

き」や中食の利用も仕方がなくなっていくわけ

ですね。ただそれであれば，家族の健康であ

るとか，自分たちにとって何のために料理をす

るのか，料理をするということに新しい意味を

見つけないと，家で料理をする必要がなくなっ

てくるわけですよね。ただおいしいものを食べ
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るなら，外で食べてもいいんじゃないか。おな

かいっぱいになりたい，安く食べたいというよ

うなことだったら，ほかのもので代わるものが

いっぱいあると。

　家庭料理にしかないものというのは，やは

り手作りであるところ。家族の誰かが作ってく

れたというところに子どもの居場所を作るとか，

母親が作ってくれた食事の中に自分が帰って

くる。作ってくれた料理には作ってくれた人の

顔がある。どんな気持ちで作ってくれたのか，

ちょっと気がついて「今日野菜がおいしいね」

と言うと，「あんた，よう気がつくね。おばあちゃ

んが作って，送ってくれた野菜や」と。そうい

うふうなことがあると，料理だけを食べている

んじゃなくて，料理の向こう側にあるものをいっ

ぱい一緒に食べているのだと思う。健康になる

ためだけ，楽しみのためだけ，おなかがいっ

ぱいになるためだけじゃなくて，子どもたちと

か家族の情緒的なもの，非常に豊かな想像力

とかイマジネーションとか，あるいは幸せにな

る力，“もの喜び ”する力を養うということを，

料理というのが担っているんじゃないかと考え

るんですけれども。

大野：河村さん，手作りすることの魅力みたい

なものは『きょうの料理』がずっと伝えてきた

テーマだと思いますが，どういうところに魅力

があると思って番組を作ってこられましたか ?

河村：「安心」「飽きない」「ありがたい」じゃ

ないかしら。子どもがいたりすると何が入って

いるのかが最初から分かっているものを作りた

いだろうし。それから，家庭料理は同じもの

を作っていてもちょっとずつ違っていて，それ

が飽きない要因じゃないかなと思います。外で

買ってきたものやレトルトは完璧に同じだから，

やはり飽きるんですよね。

　それと，テレビでよくタレントさんとかが言っ

ているのを見ても「おばあちゃんが作ってくれ

た」「お母さんが作ってくれた」という言い方を

している。ということは，やっぱり「くれた」と

いうことは，無意識のうちに「ありがとう」「あ

りがたい」という気持ちがあるんじゃないかなと

思う。そういう気持ちがあれば，伝えていくこ

とになるかなという気がするんですけれども。

鈴木：「料理離れ」というのは「食離れ」じゃ

ないんですよね。やはりいいものを食べたい。

栄養さえとれればいいのなら完全食とか最近

ありますけれども，宇宙食みたいなものでい

いという方向に人間は行かなくて。高度なも

の，おいしいもの，あるいは手をかけたものを

食べたい。

　ショッピングセンターなんかがオープンします

と，必ず飲食店が最初に大行列になる，こうい

う社会なわけです。だから，食離れは起きてい

ないんだけれども，同じクオリティーで手料理

ができるかというとなかなか厳しい。たぶんこ

のギャップが，中食だとか，あるいは一手間か

けるだとか。最近だとミールキットという，ちょっ

と一鍋で煮れば 10分ぐらいで作れるようなも

のだとかが出てきています。そこにあるのは機

能としての食ではなくて，作ったとか，手間を

かけたという事実が，やはり人間の関係にお

いて非常に重要視されているということだと思

うんです。安くおなかがふくれれば何でもいい

というものとは違う欲求で，料理というものが

動いているんだろうなということだと思います。

　だとするならば，その欲求に応えるような産

業もそうだし，流通もそうだし，そうしたビジネ
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スも発展してくるんじゃないかと思います。そん

な中，今までのように一から準備して毎日飽き

ないようにいろんなものを作って，というもの

しか手料理じゃないと言っていると，なかなか

それではきついな，ということになってくるん

じゃないのかなと。

大野：作る頻度とか，スタイルみたいなのは変

わるかもしれないけれども，極端に言えば料理

を手作りするという行為自体が全くなくなるよ

うなことはないという。

鈴木：手作りという，その概念自体はなくなっ

ていないですよね。若い人たちの間で一時期

「彼ごはん」というのがレシピではやりました

けれども。カップルでおいしいものを食べるな

ら，絶対外に食べに行ったほうが幸せになれ

ると分かっていても，そのレシピ本が売れると

いうのは，手作りということに何かそれとは別

の，機能的な食とは別の意味を見出している。

そういうことなんだと思うんですよ。

大野：一方で，手作りはできればしたいけれ

ども忙しくてなかなかできない，料理が苦手で

どうも台所に立つのは気が重いという人が，た

ぶんいっぱいいらっしゃると思うんです。そう

いう人たちに対して手作りの魅力みたいなもの

を，テレビを通じてどうやって伝えていけばい

いのか，土井さん，どう思われますか。

土井：難しい難しいと言わず，いやいや簡単だ

簡単だとか。面倒だとかいうようなことを言わ

ないで，みんなこれくらいやっているよというよ

うなことに世の中がなれば，みんなやっている

のかなと思ってできてくるんじゃないかと実は

思っているところがあるんですね。みんながで

きない人に手を差し伸べすぎじゃないかと思っ

ているということです。

　ですから，みそ汁なら，だしをとらなければ

ならないと世間の多くの人は思っているけれど

も，ほとんどの人がだしをとるというハードル

を越えられないからできない。でも，まずは「作

る」ということのほうがずっと大切だから，水

でいい。野菜から十分に味が出るわけだから

だしなんてとる必要がない。本質というか，大

切に作るということが大事なんだと。だから，

誰でもが作れるというようなものを私はやりた

いと思うし，誰でもがおいしいものを作れると

いうような時代が，かつてあったと思うんです。

　一汁一菜 10）というのは，生きるために必要な

自分たちの肉体を作り，健康を作る汁
しるめしこう

飯香 11）

ですよね。これはもう，まずく作りようがな

いということです。

　それにプラスするおかずというのは，例え

ば，季節は今だったら春だから「たけのこがそ

ろそろ出てくるね」「ふきのとうも天ぷらにしよ

うか」というのは，まさに楽しみの部分。楽し

みというのと，命を作るものというのは全然別

の扱いで，別の扱いばかりを教えるということ

じゃなくて，それは楽しみとして分けて考えら

れるようにとは思います。おかずをいっぱい並

べないと駄目だと思い込み，やらなくてもいい

ものでわれわれは苦しんでいたんじゃないかと

いうことですよね。でもそんなことはないんだ

よというのが一汁一菜です。

大野：『きょうの料理』は，料理の作り方を1

から順序だてて教えることをベースにやってき

たわけですが，レシピ以外の部分というか

……。
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土井：レシピ以外の部分が大事ですよね。そ

れぞれのおうちの料理というようなものをずっ

と引っ張り出してくると，料理にはその人の暮

らしみたいなものがくっついて出てくると思うん

ですよ。だから，料理というのはいろんな付随

したものと一緒に伝えるということのほうが「あ

あ，自分もそういう生活している。じゃ，その

ときには」というふうな。　

　そして，日本にはやはり豊かな自然というよ

うなものがありますし，もう1 つは魯山人が

言っているように，日本料理を学ぼうと思った

ら半分は器のことを学ばなければ何にもならな

い。料理の周辺には，楽しみというのが山ほ

どあるわけです。でも，レシピという作り方ばっ

かりに興味を注ぎますと，どうしてもそこがお

ろそかになってくる。そういうところは本当に，

NHKにこそできるところじゃないかなと思って

いるんですけれども。

大野：鈴木さんもあまりレシピを見て料理を作

らないそうですが，あまりレシピに縛られない

ほうがいいですか。

鈴木：親に感謝するところでもあるんですけ

れども，早い段階から料理を教えてもらって

いたので，レシピというのは実はあまり参考

にしたことがなく，調味料もちゃんと計らない

ので。自分の体の感覚で，このぐらい入れれ

ばこの味になるというのが大体イメージできて

いるので。

　「料理」ってそういうことだと思っていて，僕

が別に土井先生の横で料理を語ってもしようが

ないんですが，要するに素人もプロの方も料理

はできる。もちろん素晴らしい料理と，そうじゃ

ない料理，あるいは家族に出して喜ばれる料

理，他人に出して喜ばれる料理はあるとは思う

んですけれども，少なくとも，そういう意味で

料理は誰でもできるんじゃないのかなと思うん

です。

土井：賛成です。

大野：レシピ以外の部分というのを伝えていか

ないと難しい時代なのでしょうか。

鈴木：これまでの時代というのは，料理の前

提に「作らなきゃ」とか「家族のために」があっ

て，それを自分でどうにかする，という順番だっ

たんだけれども，外食だとか，それも最近で

は栄養バランスだとかにもいろいろと対策をし

たものも出てきていますから。そのときに，さ

てそこで料理をするとなったら，「なんで自分

がそれをやらなきゃいけないんだろう」と。そ

こに何か動機とか気づきみたいなものがない

と，やはり自分じゃないプロの方がやったほう

が安心なんじゃないかとか，買ってきたものの

ほうが値は張るけれども安全なんじゃないかと

思っちゃうんじゃないかなと思うんですよ。

大野：とはいえ河村さん，『きょうの料理』はレ

シピにこだわって，いかにいいレシピを出すか

というところで作ってきた部分もあるじゃない

ですか。

河村：懐石料理の辻嘉
か

一
いち

さんは『きょうの料

理』史上たった一人，分量を出さなかった方

なんですが，料理の精神についてはおっしゃっ

ていた。とにかく「ご主人が朝からゴルフをな

さってきた日と，雨で一日おうちにいた日では

塩加減を変えなきゃいけまへん」と言う方だっ



テレビとテキストの2本柱で60年の長き

にわたり，全国の家庭に向けてレシピを発

信してきた『きょうの料理』。1995年に発

売されたWindows 95の大ヒットをきっか

けに本格的なインターネット時代が到来す

ると，その波が『きょうの料理』にも押し

寄せる。家庭にパソコンが普及し，新たな

レシピ情報サービスが登場。99年に誕生

した「クックパッド」をはじめとする「レシ

ピ検索サイト」だ。

同年，『きょうの料理』もインターネット

展開を開始。番組の公式WEBサイトが，

教育テレビのポータルサイトの中に開設さ

れた。内容は番組で紹介した料理のレシピ

や，放送内容を書き起こしたコラムなど。

レシピは１週間で更新され，検索機能はな

かった。

『きょうの料理』が，通信を使った新サー

ビスを本格的に開始したのは，放送50年

を迎えた2007年。その日の番組で紹介す

る料理の材料表を，登録した携帯メールア

ドレスあてに提供するサービス「きょうの料

理お買い物メモ」は，開始1か月で3万人が

登録した。そして同年，NHKエデュケーショ

ナルが運営するレシピ検索サイト「みんなの

きょうの料理」が誕生。テキスト用にレシピ

が文字情報として蓄積されているメリットを

生かし『きょうの料理』はテレビ，テキスト，

ネットの3 本柱によるレシピ発信に本格的

に踏み出した。

08年，iPhoneの国内発売を機にスマホ

が爆発的に普及。圧倒的な利便性によりレ

シピ検索サイトは一気にレシピの取得源の

中心となり「クックパッド」の利用者数は，

10年には月間1,000万人を突破 12）。レシピ

の発信源も，料理番組や料理研究家といっ

たプロから，レシピを投稿する一般ユーザー

へとシフトし，「レシピブロガー」と呼ばれ

る存在も台頭。『きょうの料理』を取り巻く

環境も大きく変わった。NHK 放送文化研
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たんですよ。私の友だちなんかは「辻さんの番

組を見て，自分には料理できないと思っちゃっ

た」と言う人もいました。その人は外国に行っ

て数年経って帰ってきて，今度は小林カツ代さ

んを見て「これならできると思った。『きょうの

料理』も変わったわね」と言ったということが

あって。だから，精神は精神で大切ですけれ

ども，やはり初心者にはある程度の目安を出し

てあげるというのも必要だし。

　『きょうの料理』は幸いにもいっぱい枠があ

るので，いろんなことをやればいいんじゃない

かなと思いますけれども。「ようかんはそこで

なきゃ」といわれるような老舗の和菓子屋さん

が，パリにカフェを出したり，新しい展開をし

たりするというのと，似たような感じがあるん

じゃないかなと思いたいですが。

4. ネット時代と
　　　   　『きょうの料理』の未来

シンポジウムの最後のパートは『きょうの料
理』が近年力を入れているインターネット展開
についてVTRで紹介し，これからの時代のあ
り方について考えた（講師の敬称略）。



究所（以下，文研）が行った16年の調査 13）

によると，16〜39歳の料理をする女性の

中で，ネットを参考にする人は75％。テレ

ビは24％であり，番組は，そのあり方が問

われる時代に直面している。

ネットの世界はさらに進化し，17年の新

語流行語大賞にもなった「インスタ映え」と

いう言葉に象徴される，SNSの時代が到来。

レシピ検索サイトでレシピを探すのではな

く，SNS上に流れてくるシズル感溢れる料

理の動画でレシピを得るサービスが新たな

潮流となっている。『きょうの料理』も，15年

に公式LINEのサービスを開始。送られてく

る料理の写真をタッチするとレシピを見るこ

とができ，番組を短く編集した動画で作り

方を見ることもできる。通信環境の向上に

より，動画がモバイルコンテンツの中心とな

る中，17年度からはスマホでの見やすさを

優先し，正方形画面のレシピ動画の制作も

開始した。

さらに，公式Twitterを活用し，テレビ

とネットを融合させた新たな料理番組の模

索にも力を入れた。15年に放送を開始した

『生放送 月刊きょうの料理』は，放送中に

寄せられるツイートをその場で選び，リアル

タイムで画面に表示できるシステムを使った

双方向の料理番組で，土井善晴が視聴者と

やりとりをしながら進める料理コーナーは，

番組の人気企画となった。

ネットでのサービスの重要度が増す中，テ

レビの料理番組に未来はあるのか? 『きょ

うの料理』はどうすれば，この先も家庭の

食卓に役割を果たしていけるのか?
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大野：文研が行った，料理をする女性が参考

にするものは何かという調査によると，16 歳

から 30代までは 75％がレシピサイトやアプリ。

テレビは 20％台。鈴木さん，この結果をどう

見られますか ?

 

鈴木：料理というのがある程度記憶の中にあっ

て，お母さんの作ってくれたものをまねすると

いうような段階から，よりバラエティー豊かな，

あるいは自分の個性を反映したようなものだと

かを作りたい，それを撮って SNS にアップし

たいというようになってきている。料理が味で

はなくてイメージ先行になってきており，飲食

店を決めるにしても，レシピを決めるにしても，

パッと見た目のよさで選ばれるようになってい

るというところが，料理が苦手か否かというと

ころとは別に出てきているだろうなと思います。

料理をする女性ですら，そういうところにひか

れていると。

　ただこれは 1 点問題があって，実際そういう

レシピ動画とかを見られた方は分かると思うん

ですけれども，フィルターといって写真をスマ

ホで加工するんですね。加工すると大体赤み

が増します。コントラストといって色の強弱が

はっきりします。ものすごい茶色いんです，ど

の料理を見ても。どれを見ても全体的に茶色い

し，テーブルも木だし，どのレシピを見ても全

体的に同じ色みのものに寄ってしまっている。

要するに人間の脳がパッと反応するようなおい

NHK 放送文化研究所（2016）「食生活に関する世論調査」より
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しそうな色が脳科学的にあるので，それに合

わせ「広告」として出来上がりの料理のイメージ

を出していったら，みんながクリックするもの

が全部同じ色のものになっていってしまう，こ

ういう問題が起きているんだと思うんです。

大野：そういった時代の中で，『きょうの料理』

もレシピ動画の配信を始めていますし，レシ

ピ検索サイトにレシピを出したりもしています。

土井さんは，レシピをテレビだけじゃなく，イ

ンターネットの検索サイトなどに展開していくと

いうことについてはどうお考えですか ?

土井：結局，良いものも悪いものも，文化的な

ものも不健康なものも，みんながごちゃごちゃ

になって埋もれてしまうんじゃないか，誰も見

つけられないんじゃないかと思うんですね。

　良い悪いを誰が判断するのかというと，や

はり信頼できる『きょうの料理』のようなコンテ

ンツというのが強いでしょう。

　レシピというようなものだけを考えたら，も

う大量にあるんだから，もしかしたら，それは

ないのと同じ。違いがこんなにあると言っても，

違いを発見できないということになってくるん

じゃないかと思いますけれども。

大野：河村さん，インターネット上にレシピが星

の数ほどある中で，『きょうの料理』がほかとの

違いみたいなところ，強みにできるところはあ

ると思いますか。

河村：ネットの中でほかとの差別化みたいなこ

と ? できないかな。ただそのバックに番組が

あって，そこに人の顔があるじゃないですか，

土井先生だったり。そういうものがある信用み

たいなものは，レシピがものすごくある中で，

ちょっとしたブランドなのかなという気はする

んだけれども。

大野：『きょうの料理』がレシピをインターネット

で展開するメリットはもちろんすごくあると思う

んですが，鈴木さん，メリットとリスクの両方

を考えるとどうでしょうか。

鈴木：ネットのリスクって端的に言うと，良いも

のではなくて，脳がパッと反応するものが選ば

れてしまうということですね。みんながクリッ

クするものを載せないとお金にならないので，

全部それに寄っていってしまう。おそらくNHK

あるいは公共放送がそこにレシピというものを

上げる意義があるとすれば，クリックされなく

ても，そしてそれがお金にならなくても載せる

ことができる。たぶんそこに，1 つ強みがある

んだと思うんです。

　料理離れというのも，飽食の時代になって，

みんながぜいたくなものを買って食べるように

なったから料理をしなくなった，というふうに

何となく見えてしまうのだけれども，今ってそ

ういう時代ですか ? というと，実はそうじゃな

いですよね。例えば，栄養不良の子どもがた

くさん出てきていたり，あるいはその家庭の事

情でちゃんとしたご飯を与えられなくて，「おな

かがすいた」と言って学校に来るような子ども

がいる。料理をする，あるいは料理をして誰

かに食べてもらうということは，何を作るのか

は関係なくその人にしか起きないことだからと

ても大事な出来事だと思うんだけれども，それ

が伝わらなくなっている。そうしたものに対し

てちゃんと，それこそ今日も土井先生がずっと

おっしゃっているような，作って食べる，それ
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が命を作る，その上に楽しみが乗っかってくる。

つまり，料理をするということが持っている意

味みたいなものをちゃんと発信する人がいな

かったら，脳がパッと反応するものをバクバク

食べて，コスパよくおなかいっぱいになったら

それでいいやという社会になりますよ。それで

いいのかどうか。それじゃ駄目だというのであ

れば，これからレシピがいっぱい溢れてくる中

で，『きょうの料理』あるいは NHK，公共放送

にしかできないことをやっていくことになるし。

それが「ここでしかできないね」「この人たち

しかできないね」というものになっていくんじゃ

ないのかなと思うんですよ。

土井：「料理をする」ということに，とにかく意

味があると思うんですね。デジタルとかネット

というのはもうコンピューターに任せておいて，

アナログなことは人間がやりましょうという感

じですね。だから，デジタルの中に人間が入っ

て何とかしようと思っても，もうついていけな

いわけですよね。だから，そこの先にあるも

の，それこそデジタルの向こう側にある私たち

の生活というようなものは，自分たち自身が自

分たちで作る。それぞれ違っても構わないか

ら，自分たちで発見できるようにする役割を果

たすことに，『きょうの料理』のような，昔か

らの伝統とか 60年間続いているものの意味，

意義があるんじゃないかと思います。

大野：最後に河村さん，これから先『きょう

の料理』にここだけは守ってほしい，ここは変

わったほうがいいのでは，ということを。

河村：『きょうの料理』はとにかく60年続いた

わけじゃないですか。ネットは始まってどれぐら

い ? まだ先は見えないですよね。もうちょっと

したら，何がどう起こるか分からないし。今は

番組がネットも利用するというスタンスで。番

組は，やはり人の温もりのある顔の見えるもの，

毎日同じ時間に流れて，いつでも見られる安心

感が大事。もうスマホで探すのも面倒くさいと

いう時代らしいから，『きょうの料理』はいつも

9 時に放送をしていて，テレビをつけるほうが

簡単だという時代も来るんじゃないですかね。

番組はあまりスタンスを変えないで，やり続ける

ことが勝ちかなという気がするんですが。

おわりに
～公共メディアのコンテンツとして～

シンポジウムで言及した番組の過去の取り組
みや登壇者の発言を改めて見直すと，『きょう
の料理』がこの先，公共メディアとしてどのよ
うなコンテンツを発信していくべきか，そのヒ
ントとなる視点がいくつもあった。

最終節ではそれらの視点を軸に「コンテンツ
の未来」について，改めて整理する。

（1）インターネット展開のメリットとリスク

クックパッドなどのレシピ検索サイトの普及
は，料理を手作りすることのハードルを下げ，
料理離れの食い止めに一定の役割を果たして
いると言えよう。前述のとおり，今や16 ～ 39
歳の料理をする女性の75%がネットやアプリを
参考にし，テレビは20%台にとどまる中，レ
シピが欲しいときに手に入れられるユーザーに
とっての「メリット」の大きさを考えると，『きょ
うの料理』のネット展開も，公共メディアとして
意義のあるサービスであろう。

実際にユーザーからのニーズも高く，NHK
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エデュケーショナルが運営するレシピ検索サイ
ト「みんなのきょうの料理」は，月間のべ 600
万人ほどの利用があり，数あるレシピ検索サ
イトの中でも存在感を示している。また，公
式 LINEの登 録数 約58万は，NHKの全公
式LINEアカウントの中でも，ドラマ等を抑え
て上位3位に入っている（2018 年 4月現在）。
NHKで60年間続く番組と，確かな力量を持っ
た講師が組んでレシピを提供していることの
安心感と信頼は，ユーザーにとって1つの選
択要素になっていると思われる。

しかし一方で，今回のシンポジウムでは，ネッ
トへのレシピ展開の「リスク」も浮き彫りとなっ
た。まずは「ネット上のレシピは飽和状態で，

多くは埋没してしまう」ということ。土井氏は
「良いものも悪いものも，文化的なものも不健
康なものもごちゃごちゃになって埋もれ，誰も
見つけられない」と語り，河村氏は「ネットに
掲載されたレシピの文字面だけでは，『きょう
の料理』のレシピとほかのレシピの差別化はで
きない」と述べた。

埋没してしまわないためにはユーザーの共感
を得られる付加価値のさらなる追求はもちろ
ん，安心感や信頼の打ち出し方にも工夫が必
要となろう。例えば，草創期に活躍したスター
講師のような存在は，1つのヒントとなり得る。
現在のインターネットのレシピサービスは，作り
手の顔があまり見えないものが多い。往年のス
ター講師たちが多くの人に親しまれ，そのレシ
ピが全国の家庭に広まったように，作り手の顔
が見え，人の温もりが伝わることが，ネットの
世界においても安心感や信頼につながるので
はなかろうか。

また土井氏は，ネットという「即時性」が魅
力のメディアの中で「何年も前のレシピが，ただ

ストックされていることはいかがなものか」と疑
問も呈した。レシピ検索サイトが登場してしば
らくは，レシピのストックの多さが売りとされて
いた時代があったが，しばらくすると「ランキ
ング」や「レコメンド」「まとめ」といったサービ
スが目立つようになった。膨大な数から「選ぶ
ことができる」ことよりも，むしろ埋没している
レシピの中から「選ぶ手間を省いてくれる」こ
とにサービスの売りがシフトしたのだ。

季節感や行事のみならず，気候や物価，近々
の話題なども加味し，その日にぴったりのレシ
ピを提案する，もしくは選びやすくするなど，
ネットの即時性のメリットを生かしたレシピ情
報の提供の仕方には，まだまだ工夫の余地
があるのかもしれない。

一方で，アーカイブもネットならではのメリッ
トを生かせる。『きょうの料理』が 60 年で紹
介した4万のレシピを，高度成長期以降の日
本の家庭の食卓の変遷を考える資料として
データベース化することも有益だと考える。

次に「箇条書きのレシピ情報だけでは，伝

えたい意図が十分に伝わらないおそれがある」

ということ。土井氏は「作り方だけにこだわる
と，料理の背景にある自然や文化などを伝え
ることがおろそかになる。そここそNHKに期
待するところ」と述べた。テレビであれば，料
理の作り方とともにさまざまなメッセージを伝え
ることができるが，ネットのレシピ情報だけが
利用されるようになると，周辺にある豊かな世
界まで伝えることは難しい。さらには，欲しい
ときに見られる便利さの反面，料理をするたび
にレシピに依存してしまうことを助長し，自分
の舌を頼りに料理をする力を育むことを妨げた
り，「工夫」という手作り本来の楽しみを打ち消
してしまう懸念もあながち否定できない。便利
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になる一方で，失われるものがあるのは料理に
限ったことではない。豊かな暮らしを実現する
うえで肝心なのは，昔ながらのものと新しいも
の，両者の性質を知ったうえで上手に使い分け
ることではないだろうか。

もともと『きょうの料理』は，テレビとテキス
トが互いを補完する形で共存してきた。今後は
そこにネットも加え，それぞれのメディアの特
性を最大限に生かし，相乗効果を生み出すよ
うなメディア展開を考えていくことが重要だろ
う。テレビには一度に多くの人にアプローチで
きるメリット，時間をかけて視聴者の心に訴え
る力がある。テキストにおいては視認性や保
管のメリットのみならず，紙媒体ならではの質
感や愛着感なども無視できない。そしてネット
には，最新の情報を時間や場所を問わず送る
ことができる利便性はもちろん，利用者のログ
を解析することで番組制作にフィードバックで
きるなどのメリットもある。

最後に「ネットサービスはビジネスの視点

が流行を左右し，その進化も速い」という点。
現在，ネットサービスの潮流となっているレシ
ピ動画について鈴木氏は，「脳を一瞬で刺激
する色みが工夫された「広告」として成り立っ
ており，脳がパッと反応するものばかりが選ば
れてしまう」と述べた。一方で，現在のような
インパクト重視の傾向がこの先も続くかは明ら
かではない。料理コンテンツは「ネタ」が尽き
ないうえ，フローさえ確立すれば量産がしや
すい。似たような動画が増えすぎて食傷気味
となりビジネスとして成立しなくなれば，また
新たなサービスや流行が生まれてくる可能性
が高い。

さらに，スマホの普及でレシピ検索サイトが
爆発的に広まり，通信環境の進化が動画サー

ビスの充実に繫がったように，近年ではスマー
トスピーカーの登場とともに，食材名を話しか
けると，お勧めのレシピをスマホに転送してく
れるサービスが誕生する14）など，目まぐるしい
スピードで進化する技術が，次 と々新サービス
を生み出している。老舗番組といえども，こう
いった技術やサービスの最新動向を注視し，
常日頃から新たな演出や伝達につなげる可能
性を議論することや，スピード感をもってトライ
アルしてみる柔軟性が求められる時代なので
ある。

しかし一方で，「手段」だったはずのネット
サービスの流行に翻弄され，手作りの家庭料
理の力を伝えるという「目的」を見失うようなこ
とがあれば，長年かけて築いた信頼を一気に
失うリスクもある。番組60 年の歴史を振り返っ
てみても，往年の制作者や講師たちは，時代
によって大きく変わるニーズに柔軟に対応しつ
つも，伝えるべき本質と番組の看板を守って
きた。時流をとらえた大胆な挑戦をするときほ
ど，伝える目的や，老舗としての看板やイメー
ジを意識することが重要であろう。

（2）公共メディアとして伝えるべきこと

番組草創期は新たな料理のレシピが渇望さ
れ，テレビはそのニーズに見事にマッチするメ
ディアであった。しかし，今やレシピは飽和状
態。中食や外食の発展により，料理を作る必
要性も薄れてきている。

そんな中，かつては「料理を作ろうと思った
ときに参考になる情報」が求められたが，今は
それ以前に「作ろうという気にさせる情報」が
求められていると，鈴木氏は述べた。台所に
立つモチベーションをより高めるためには，こ
れまで以上に「作ってみたくなり，誰にでも作
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れ，くり返し作りたくなるような料理」を提案
するだけでなく，「手作りの家庭料理がもたら
すメリット」もしっかりと伝える必要があろう。

家庭料理について河村氏は「「安心」「飽き
ない」「ありがたい」という魅力がある」と話し，
土井氏は「豊かな想像力，幸せになる力，“も
の喜び”する力を育む役割がある」としたうえ
で，「家庭料理を通し，自分たちの暮らしを自
分たちで作る力を発見させてあげることが，60
年続く『きょうの料理』の意義」と語った。ま
た鈴木氏も「満腹にする，栄養をとるという機
能だけではなく，作った，手間をかけたとい
う事実が，今の時代，人間の関係において非
常に重要」と述べ，それぞれが手作りの家庭
料理がもたらすものの大きさについて言及し
た。

さらに鈴木氏は「ビジネスにはならないが，
意義のある情報を提供できることが，むしろ

『きょうの料理』の強みになる」と述べた。孤食
や栄養不足など，食に関するさまざまな問題
が山積する中，これからの時代は特に，手作
りの家庭料理がもたらす「本当の豊かさ」とは
何かを伝えていくことに公共メディアとしての
役割があり，結果としてほかにはない付加価
値に繫がるのかもしれない。

歴史を振り返ってみると，1957年11月4日，
第1回の放送の講師を務めた近藤とし子氏も

「鍋の中のことだけではなく，そのことから起
こる問題を，生活と結びつけて教えたかった」
と語っている。料理と暮らしを結びつけ，その
重要性をいかに伝えていくかは，番組開始当
初から変わらず根底に流れるテーマなのであ
る。いつの時代も視聴者のニーズに寄り添って
番組を制作し，ユーザーの利便性を考えたメ
ディア展開をしてきた『きょうの料理』だが，今

後はさらに，届けるコンテンツが「暮らしの本
当の豊かさ」に繫がるものになっているか，食
文化の向上に資するものになっているか，突き
詰めて考えていく必要があるだろう。

（3）続けることの意味

最後に，続けることの意味である。河村氏
は「人の温もりが伝わり，いつも同じ時間に見
られる安心感が『きょうの料理』にはある。60
年続けてきたスタンスはそのまま変えずに続け
るが勝ち」と語った。60年続いているというこ
とは，視聴者にとって「いつも変わらずそこに
ある」ことへの安心感や信頼に繫がっている。
時代に合わせて看板を挿

す

げ替えるという選択
肢もあるが，『きょうの料理』の場合，看板を
守り続けることで得たことのほうが大きい。

幸い，『きょうの料理』にはデイリー番組とい
うスケールメリットがあり，変わらぬイメージを
守りながら，折を見てさまざまなトライアルがで
きる。また，確立された番組イメージを利用，
あるいは逆手にとったスピンオフ番組の開発
もしやすい。さらには，より便利で質の高い
サービスの可能性を探るためのメディア展開の
土壌もできている。

現場には「マンパワー」という非常に大きな
課題があるが，河村氏が「「ようかんはそこでな
きゃ」といわれるような老舗の和菓子屋さんが，
パリにカフェを出したり新しい展開をしたりする
というのと似たような感じ」と言ったように，老
舗の信頼を守りながら新たな挑戦も続け，公
共メディアのコンテンツとして，家庭料理の未
来に役割を果たしてほしい。

（おおの としあき）
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注：
 1） シンポジウムは下記論考をもとに構成された。

宇治橋祐之・大野敏明（2018）「「料理」「健康」
「園芸」Eテレ長寿番組のメディア展開」『放送
研究と調査』2018年1月号
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20180101_9.pdf

 2） ・NHKオンライン『きょうの料理』公式WEBサイト
http://www4.nhk.or.jp/kyounoryouri/

・NHKエデュケーショナル「みんなのきょう
の料理」https://www.kyounoryouri.jp/

・『きょうの料理』公式Twitter
　https://twitter.com/nhk_ryouri
・『きょうの料理』公式LINE
　@nhk_kyounoryouri

 3） ザ・ドリフターズによるコントを中心としたバ
ラエティーショー。1969～85年，TBSで土曜
の夜間に生放送された。

 4） 『放送学研究 9』日本放送出版協会　P182
 5） テレビ放送が始まった1953年に放送開始。昼

の時間帯に放送された，婦人向けの教養，趣味，
実用の総合番組。1958年まで続いた。

 6） 当時の料理番組の制作について，ディレクター
向けのハンドブックには「婦人の生活から遊離
しないこと　自分自身の生活にとり入れられる
という感じを抱かせることが必要である」「半
歩前に出る　家事は繰り返しだとする偏見を捨
てる上にも，新しいものに目を向けていくべき
である」と記されている。『NHKテレビジョン
番組制作ハンドブック1963年版』P143

 7） 日本惣菜協会によると，2017年の惣菜の市場
規模は10兆555億円。40年前の10倍以上に。

『2018年版 惣菜白書』
 8） 国立社会保障・人口問題研究所（2015）「現代

日本の結婚と出産 ─第15回出生動向基本調査 
（独身者調査ならびに夫婦調査）報告書─」P38 
図表Ⅱ-1-3 結婚年次別にみた，恋愛結婚・見合
い結婚構成の推移
http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/
gaiyou15html/NFS15G_html06.html

 9） 施行は1986年。
 10） 土井善晴氏が提唱する，伝統的な日本の食卓様

式に根ざした献立の考え方。具だくさんのみそ
汁，ご飯，漬物があれば十分。おかずは余裕が

あれば作ればよく毎日悩む必要はない，という
提案。

 11） みそ汁，ご飯，漬物
 12） https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/

uploads/20140306000000/11.4_Q2s.pdf
 13） 村田ひろ子，政木みき，萩原潤治（2016）「調

査からみえる日本人の食卓～「食生活に関する
世論調査」から①～」『放送研究と調査』2016
年10月号　
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
yoron/pdf/20161001_7.pdf

 14） 2018 年5月現 在，クックパッド，楽 天レシピ，
DELISH KITCHENなどが，Google Homeや
Amazon Echo のスキルとしてサービスを提供。
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