1991 → 2021

30éme anniversaire de la Confrérie des Chevaliers du Taste-Fromage de France au Japon

祝 フランスチーズ鑑評騎士の会
日本支部が設立30周年を迎えました
日本支部設立は、1984年秋に松平博雄氏
（当会元支部長）が、
仏・フランスチーズ鑑評騎士の会の会員に推挙されたことに端を
発します。その後、松平氏はフランス本部会長のアンドレ・デュクー
氏と親交を深め、氏からの勧めで
「日本支部設立」に向けて動き
だします。フランス大使館、経済産業省、大手乳業メーカー、フラ
ンス料理界など「日本のチーズ市場の未来」に理解を示す人々の
協力を得て、1991年春にいよいよ日本支部は発足。それから今年
で30周年。現在500名近い会員数にまで発展した当会のあゆみを
振り返ります。
年

▲アンドレ・デュクー会長と日本支部長に就任した松平博雄氏
主なできごと

会員数

４月２３日、帝国ホテル・桃の間にて「フランスチーズ鑑評騎士の会日本支部」
の発足式を開催

第一次イタめしブームでこの頃からティラミス
が大流行

アンドレ・デュクー会長から騎士
叙任を受ける信州大学名誉教授の
鴇田文三郎氏
（出典：社内報「ゆき
じるし 1991.6」）

1991

チーズトピック
前年（1990）に日本輸入チーズ普及協会が設立

１月にエポワス（牛乳・ウォッシュ）、５月にラン
グル（牛乳・ウォッシュ）がＡＯＣ認定。これに
よりＡＯＣ認定チーズが４２アイテムとなる

23名

発足式には、フランス本部からデュクー会長とジャック・ヴェルニエ理事が来日。「フランス
チーズを通じてフランス食文化をいっそう紹介していくことと、日本在住の会員同士の
友好を図ること」を目的に、在日シュヴァリエのメンバー 8氏の賛同を得て、日本支部
が晴れて発足した。この時、日本文化や日本のフランス料理の質の高さを評価していた
デュクー会長は、「日本でフランスチーズはこれから必ず発展する」と熱心に説いた。
フランス本国と同様の叙任式が日本で初めて執り行われ、初代日本支部長にはチェ
スコ㈱会長でチーズ＆ワインアカデミー東京校長の松平博雄氏を、事務局はチーズ＆
ワインアカデミー東京に置くことも発表された。日本人19名、フランス人4名、合計23名
での日本支部スタートとなった。
［名誉シュヴァリエ］鴇田文三郎、玉村豊男、木村尚三郎の各氏

フランスチーズ鑑評騎士の会とは
1954年、フランス伝統チーズ（主にＡＯＰチーズ）の製造という遺産と、その製造や販売に携わる人々
を保護・支援する目的で、フランスで設立された。会員には、これらの人々に加えて愛好家、消費者、
レストランなど、業種の垣根を取り払い、あらゆる分野の「フランスチーズを愛する人々」を受けて入れて
いる。現在、日本をはじめ世界約20か国に会員を擁し、支部も数か国にある。
会の記章は中央に楯、その上にチーズナイフとソンド（チーズを検査するための組織抜き取り器）
を交差
させ、あいだにチーズを4つ配し、楯の左右にナイフを握る手が突き出ている。周囲に配された言葉は、
一般的には「チーズがなければ、どんな食卓も称賛に値しない 」と訳されるが、本来は、より強い調子で
チーズの必要性を主張している。

▲記章
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年

主なできごと

会員数

チーズ研修旅行スタート

1992

フランス各地をはじめとするチーズ産地を中心にヨーロッパ各国を巡る勉強会で、初回は
イギリス、ベルギー、フランスへ。2013年までに9 ヵ国以上を訪問した。
［名誉シュヴァリエ］石井好子、見田盛夫、滝田栄、村上信夫、増井徳男の各氏

第1回総会開催

1993 ［名誉シュヴァリエ］磯村尚徳氏

89名

1994 ［名誉シュヴァリエ］吉田俊夫氏

116名

1995

143名

1996 ［名誉シュヴァリエ］塩飽二郎、東畑朝子の各氏

174名

［名誉シュヴァリエ］和仁皓明、菊地俊彦、香川芳子の各氏
1997

201名

1998 ［名誉シュヴァリエ］服部幸應、クリストフグリニョンの各氏

230名

1999 ［名誉シュヴァリエ］石濱恒夫、佐々木伸の各氏

258名

2000

会報誌は、会と会員および会員相互の情報交換の場を
目的に、年２回の発行を原則としてスタートした。

▲ 創刊号

恋愛小説「失楽園」
（渡辺淳一著）でエポワス
が一躍注目を浴びる
（一社）中央酪農会議主催の「ALL JAPAN
ナチュラルチーズコンテスト」が始まる
７月にブルー・デュ・ヴェルコール＝サスナー
ジュ（牛乳・青かび）
と ヴァランセ（山羊乳・
シェーヴル）
がＡＯＣ認定

229名

８月にペラルドン（山羊乳・シェーヴル）、１２月
にモルビエ（牛乳・セミハード）がＡＯＣ認定

254名

１月にシュヴロタン（山羊乳・シェーヴル）が
ＡＯＣ認定
日韓で開催されたFIFAワールドカップの影響
で宅配ピザがブームに

279名

［名誉シュヴァリエ］
宇佐美恵子、麹谷宏、山本益博の各氏
〈松平博雄賞〉松木脩司氏

▲ 第1回受賞者の

松木脩司氏

▲

バニエールの導入

スローガンが「メダルは重く、誇りは高く、味わいは深く」に決定

309名

〈松平博雄賞〉村山重信氏

チーズセミナーがこの年から始まる

2004 ［名誉シュヴァリエ］モンフェラン、藤村俊二、石毛直道の各氏

▲ フランス本部は

〈松平博雄賞〉諏訪勇氏

７月にバノン（山羊乳・シェーヴル）がＡＯＣ認定

344名

設立50周年に

スローガンに「～絆は強く」を追加
2005

１月にロカマドゥール（山羊乳・シェーヴル）
がＡＯＣ認定
この頃から第二次イタめしブームに

▲ 第2号

「松平博雄賞」の創設
総会時の講演会がこの年から開催される
（団旗）を導入
2002 バニエール

［名誉シュヴァリエ］Ｆ.モレシャン氏

チーズ＆ワインアカデミー東京で学び「マスタ
ー・オブ・チーズ」の称号を受けた者の有志
が集まり、チーズマスター会を発足（2006年
にはＮＰＯ法人に認定）

NPO法人チーズプロフェッショナル協会が発足

新理事長に江上栄子氏就任
会報誌創刊

2001 ［名誉シュヴァリエ］西川多紀子氏

2003

チーズトピック

日本輸入チーズ普及協会の会長でもあった
松平氏の働きかけで、チーズ普及協議会と
共催で、11月11日を「チーズの日」に制定。
チーズの普及と消費拡大を目的とした第1回
70名 「チーズフェスタ」が東京・飯倉で開催される。
国内外のチーズの試食・購買、チーズレシピ
コンテストなどを楽しめることから、毎年恒例
の人気イベントとして現在まで続いている

松平名誉会長が逝去（2005.8.25）、松平名誉会長の追悼文集を発行

369名

小泉首相のもとを訪れた森前首相の発言から、
ミモレットがブームに

〈松平博雄賞〉東畑朝子氏
2006

［名誉シュヴァリエ］小泉武夫、岸朝子、Ｆ.サバンの各氏
〈松平博雄賞〉本間るみ子氏

400名
「ミシュランガイド東京」発売

当会のホームページを開設
2007

当会のホームページ

会員親睦のための「賞味会」が会員のレストランにて、この年から始まる

〈松平博雄賞〉中村勝宏氏

フランスチーズ鑑評騎士叙任式
式典では、団旗の前で、幹部役員は羽飾りの帽子と深い緑色のマントを着用
する。帽子はある企業のデザインをヒントに作られたが、マントは19世紀の
ピレネー地方の羊飼いの外套（袖が広く、ゆったりとしたデザイン）
からヒント
を得て作られた。幹部の中でも階位が高いとマントの金のラインが多い。
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425名

▲

2008

定時総会の呼称に「タストフロマージュ初夏のソワレ」を付加
［名誉シュヴァリエ］宇田川悟氏
〈松平博雄賞〉谷本義信氏

406名

この頃から海外原料が高騰

年

主なできごと

会員数

チーズトピック
５月１日にＡＯＣがＡＯＰに統合。ＥＵで生産さ
れた高品質チーズにはＡＯＰラベルが義務化

チーズフェスタ会場で初の「出張叙任式」を挙行

［名誉シュヴァリエ］C.フォール、兼高かおるの各氏

2009 〈松平博雄賞〉森克明氏

413名
▲

チーズフェスタ会場での出張叙任式

2010

アンドレ・デュクー氏が逝去（2010.5）

［名誉シュヴァリエ］千住博氏

433名

〈松平博雄賞〉栢英彦氏

日本支部設立20周年記念式典を開催。特別功労賞を20名に贈呈

2011

453名

▲

20周年式典の様子

［名誉シュヴァリエ］コシノジュンコ氏
2012

〈松平博雄賞〉猪股陽子氏

［名誉シュヴァリエ］石井幹子氏
〈松平博雄賞〉大塚義幸氏

460名

「創エネあかりパーク2013」での特別出張叙任式を挙行

460名

2013 ［名誉シュヴァリエ］小原日登美、フランス大使夫人の各氏

〈松平博雄賞〉坂本嵩氏

2015

▲

2014

創エネあかりパークにて

［名誉シュヴァリエ］武田鉄矢、池田理代子、美川憲一、宮内淑子の各氏
〈松平博雄賞〉桝田規夫氏

フランス本部会長バディア氏逝去（2015.12）

［名誉シュヴァリエ］松本幸四郎氏

474名
485名

〈松平博雄賞〉古川幸悦氏

フランス本部新会長にエリック・ボワステ氏

2016 ［名誉シュヴァリエ］林真理子氏

488名

［名誉シュヴァリエ］吉澤公寿氏
〈松平博雄賞〉佐藤陽呂美氏

491名

〈松平博雄賞〉佐藤宰典氏

2017

2018 ［名誉シュヴァリエ］大宅映子、藤田眞弘の各氏

495名

フランス本部役員が叙任式に参加

▲

2019

Facebookにて公式ページを開設

［名誉シュヴァリエ］小林幸子氏

506名

〈松平博雄賞〉玉木茂子氏

日本の年間チーズ消費量が３６万７４４トンと
過去最高に

本年度末に江上栄子氏が理事長を退任し、新理事長に村山重信
氏が就任
2020

チーズタッカルビがこの頃からブームに
バスクチーズケーキがこの頃からブームに

フランス本部から役員らが来日

〈松平博雄賞〉藤田眞弘氏

ナチュラルチーズの輸入総量が過去最高の
24万トンを超える

490名

▲

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、定時総会は書面議
決に。叙任式後の祝宴、講演会、チーズセミナーなどの行事は
中止に
新理事長の村山重信氏
坪内二郎理事が逝去（2020.9.12）

2021

日本支部設立30周年
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、定時総会は昨年に続き書面議決に

6月にブルッス・デュ・ロヴ（山羊乳・シェー
ヴル）がAOP認定
２０２１年現在、ＡＯＰ認定チーズは50アイテム
となる

まつだいらひろ お

松平博雄と「松平博雄賞」
松平博雄氏は、1957年にチーズ専門商社チェスコ株式会社を創業（当時は同社の前身「日本
ウィリアムス・インターナショナル株式会社」）
した、日本の輸入チーズ販売の先駆者である。
職務の傍ら、チーズの魅力を多方面に広げる啓発活動に尽力したことでも知られる。当会日本
支部の設立に奔走し、チーズ＆ワインアカデミー東京、日本輸入チーズ普及協会を創設した
ほか、毎年11月11日開催の「チーズフェスタ」を世に送り出したことも松平氏の偉業だ。
「松平博雄賞」は、そんな松平氏の優れた業績を顕彰して２００２年に制定された。フランス伝統
チーズの普及活動に携わる人を見出し、その活動を称揚し、その人を勇気付け、激励する
ことを目的に、毎年度の叙任式では授賞式が執り行われている。

▲

松平博雄氏

※写真・参考資料提供：チェスコ株式会社
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