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がますます活発化しつつあります。この
ような本格的な食の国際化時代の到来
とともにいずれの国の生活者にとって

In recent years, not only the trade in
agricultural products but also that of
processed foods has become increasingly
globalized. Consequently, food safety has
become a shared concern for people in
every country. Efforts by businesses and
governmental
administration
are
imperative to support food safety in the
modern society. Today, Japanese traditional food culture has become highly
regarded abroad, yet Japan struggles to meet the common standards with
the international community that will allow it to further disseminate its food
culture overseas.

も食の安全こそが最大の関心事となっ
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Member at Cornell University. He graduated from the Law faculty, University
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with a specialization in food and agriculture policies, focusing on food safety
and security.
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てくるのは当然です。現代的社会では、
食の安全を確保するにあたって生活
者・大学が率先し、公正なビジネス、行
政などもそれを支えることが不可欠で
す。伝統的な食文化が高く評価されるよ
うになった今こそ、日本の食に関する国
際社会の共通の理解を確保し、安全を検
証し、発信続けていくことが求められて
います。
松延洋平： 1960 年に東京大学法学部を
卒業の後、フルブライト
ネル大学にてビジネス
と公共政策を学ぶ。農林
水産省で 30 年に亘り食
と農業政策、特に食の安
全の専門家として活躍。現在は首都大学
東京大学院人間健康科学研究科 客員教
授、コーネル大学 終身評議員、コンサ
ルタントとしても活動している。
この講演は比較文化研究所研究ユニッ
ト Global Japanese Cuisine Project の
企画によるものです。
(https://www.global-japanese-cuisine.o
rg/）
講演は日本語（逐次通訳有）／事前登録
不要／参加無料

