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MOF MUSEUM JAPON 設立準備にあたって ｠ 
｠ 

このたび、「フランス全国最優秀職人協会」（La Société Nationale des 
Meilleurs Ouvriers de France）及びブルジュ市に所在する「フランス最
優秀職人博物館」（Musée des Meilleurs Ouvriers de France）の協力
及び支援を得て、名古屋市に「MOF MUSEUM JAPON 」(Musée des 
Meilleurs Ouvriers de France Japon）を設立の準備に至る運びとなり
ました。 

設立の目的は1924年以来数年ごとに催されてきたこのコンクールで多くの
最優秀職人（1924年以来9200余名）を輩出してきたフランスのMOF制
度、フランス最優秀職人の技術とノウハウを日本に紹介すること、彼らの作
品の展示、博物館が企画するイヴェントを通じて日本の職人達に自らの仕事
を省みる機会を提供すること、またフランスの職人との間の様々な交流を促
進すること（近い将来にはMOFと日本の優れた職人が競い合う展覧会の企
画を予定）。 

さらに日本の特に若い人達に職人の世界が幅広く、先端技術の分野にまで広
がっていることを知ってもらい将来の職業の可能性を見出す機会を与えるこ
と、また一般の方々にはこの博物館で見られるフランスに古くから伝えられ
てきた技術やノーハウがどのようにして伝授され改良されて現在まで伝えら
れてきたかを知ってもらうことにあります。 
MOF MUSEUM JAPON は若い人達を対象にして、フランスから招聘し
たMOFによる技術指導も考えております。日本の技術やノーハウと変わら
ないものもあると思われますが、日本にはない技術やノーハウがこのように
して日本の若い人たちに伝達されれば、日本の土壌に新たな可能性が芽生え
ていくのではないかと期待する次第です。 
｠ 
｠ 
文責：前野寿邦 
　　　MOF MUSEUM JAPON 設立準備委員会委員 



フランス国家最優秀職人章（MOF）とは 
｠ 
｠ 

フランス国家最優秀職人章（Meilleurs Ouvriers de France 、MOF）
はフランス文化の最も優れた継承者たるにふさわしい高度な技術を持つ
職人に授与される称号。 
その歴史は1913年、美術評論家であり、ジャーナリストでもあったフ
ランス人 Lucien KLOTZ 1876-1946）がフランスの伝統工芸技術を
保護し、その発展を図ろうと運動を始めたことにさかのぼる。 
 
展示会を定期的に開催し、優れた技術者を表彰することを考え、政府、
業界の有力者に働きかけたが、第一次世界大戦の勃発で中断。戦後、政
府の支援を得て活動が再開され、1924年に第1回手工芸大展示会が開催
された。対象となる職種は宝飾品、工芸品、ガーデニングから料理や菓
子に至るまで幅広く、フランス人の Art de Vivre（生活芸術）の精神に
ふさわしく、その数は約180職種に及ぶ。 
 
日本人では1974年に辻静雄が初めて名誉賞を受賞、1986年に理容師
の吉野泰央が初めて本受賞する。現在日本人は、バイオリンの製作に関
して笹野光昭、菓子部門賛助会員の美ノ谷靖夫、帽子職人部門の日爪ノ
ブキが認定されている。 
 
M.O.F.のコンクールは、3年に一度開催され、合格者にはエリゼ宮にてフ
ランス大統領名でM.O.F.のメダルが授与される。料理・菓子などについ
てはトリコロールカラー（三色旗色）襟のコックコートの着用が認めら
れる。（現在日本人では美ノ谷氏のみが着用を許されている。） 



MOFの現状 
｠ 
｠ 

1929年には、MOFを総括する組織である“La Société Nationale 
des Meilleurs Ouvriers de France （SNMO）”（フランス最優秀職
人協会）が設立され、1952年に公益法人の認可を受ける。 
 
現会長は料理部門のMOFであるJean-François GIRARDIN (ジャン フ
ランソワ ジラルダン氏。SNMOの組織はフランス全土に支部を置き、
75名の代議員及び12名の地方代議員が運営にあたっている。 
｠ 
MOF のコンクールは県や地方単位で行われていたが、2001年より全国
単位のコンクールになり、若い人たちの職業養成機関の一つになってい
る。特に近年は応募者も多く、部門によっては応募者が6000人になる
こともある。 
｠ 
国内外で展示会の開催やデモンストレーションを行っており、さらには
県および地方単位で年に数回お互いの間でコンクールを行うなどたゆむ
ことなく研鑽を続けている。 
｠ 
また、16歳から21歳までの若い人たちを対象にした｠«｠Concours de 
Meilleurs Apprentis de France｠» ( フランス最優秀研修生コンクー
ル)を運営し、若い職人の養成をしている。 
｠ 
現在のSNMOの会員はMOFおよび名誉MOFを合わせて1500名、MOF
の資格を取得するとバカロレア＋２年の学歴が認められています。 
 



MOFの職種１ 
｠ 
｠ 

１　レストラン、ホテル、料理、ソムリエ、給仕、バーマン等々
｠ 
2  食べ物関する職業：菓子職人、肉屋、魚屋、パン職人、チョコレー

ト職人等々
｠ 
3  建設、建築及び土木業に関する職業：木工大工、配管職人、タイル

職人、暖房装置設置職人、鍵職人等々 
｠ 
4  繊維及び皮革に関する職業：テキスタイルデザイナー、織物、 
　　染色職人、織物職人等々 

5  住居（木組み及び家具）に関する職業：工芸家具職人、木彫職人、 
　　木造船大工、タピスリー職人等々 
｠ 
6    金属に関する職業：鋳造職人、ブロンズ鋳造職人等々 
｠ 
7    工業に関する職業：工業用マケット職人、自動車技術者等々 
｠ 
8  土及びガラスを使用する職業：陶器の型作り職人、装飾用ガラス細

工職人、ステンドグラス職人等々 
｠ 
９　服飾に関する職業：モデリスト、洋服仕立て職人、下着製造職人 
｠ 
10  モード及び装飾用アクセサリーに関する職業、レース職人、刺繍　　
 職人、靴職人、皮革職人、美容師、エステ及びメイクアップ職人 



MOFの職種 2 
｠ 
｠ 

｠ 
11   宝石類、宝石研磨職人、貴金属取り扱い職人、ダイヤカット職人 
｠ 
12    精密技術者、ナイフ、手術用器具の製造職人、メガネ枠製造職人 

13  版画職人 
｠ 
14 コミュニケーション、マルチメデイア、視聴覚に関する職業等々
｠ 
15   音楽に関する職業：弦楽器及び弓の製造職人、ギター製造職人、 

 伝統的楽器製造職人等々 
｠ 
16    農業、自然環境整備技師、造園、装蹄師、馬具職人、フラワーア        

レンジメント等々
｠ 
17    商業及びサーヴィス業に関する職業：メガネの販売、エネルギー 
        効率に関する処理技術のセールスコンサルタント、剥製製造職人、    
        動物のグルーミング師等々 



MOF museum 設立の趣旨 
｠ 
｠ 

・各部門で活躍しているMOFの概要を広く知ってもらうこと

・日本の優れた職人に自らの仕事を顧みる機会を提供すること

・両国および世界の職人の交流の創出

・両国における相互理解を深めること
｠
・愛知県、さらには日本の文化的発展に寄与

フランスでも若い人たちを職人職に導くことが年々難しくなっています
が、日本の若い人たちに職人職には様々な職種があること、手に職を持
つことで文化的歴史的な重要性やその意味を知り、充実した人生を誇り
を持って送ることができるということを知ってもらう機会にもなるで
しょう。
｠
ミュージアム設立が実現すれば、日本の観光客が訪れる名所の一つにな
るだけでなく、MOF博物館があることを知ったフランス人やその他の外
国人の訪問客が増えてくると思われます。



地域における波及効果１｠ 
博物館として 

フランス本国のMOF博物館のように200余種の工芸職人の活動を対象に
した博物館は世界でも珍しい存在です。

MOF MUSEUM JAPONの主な活動としましては、フランス・ブルジュ
市にあるブルジュ市MOF博物館との提携における展覧会や講演会、実演
講習、また定期的に展示作品を変えてゆく常設展の企画となります。 
「手に職を…」と、志している日本の若者たちがこの機会に触れて学ぶ
機会が得られるよう心から願っています。 
｠ 
私たちは、これらの企画を通じてフランスの職人達が研鑽を積み重ねた
あらゆる知識や技術に触れる機会を惜しむことなく提供して参ります。
手に職を目指す名古屋の若者たちがそれらの全てを通じて研鑽を積まれ、
自身で望まれている職位に就かれることができればこれほど嬉しいこと
はございません。 



地域における波及効果２｠ 
地域経済および文化・教育の拠点として 

観光および集客面での波及効果期待 

MOF MUSEUM JAPON は工芸職人のみではなく、一般、青少年、外
国からの観光客、研究者も対象として、様々な展覧会、MOFを招待した
講演・講習会を企画して、参館者を増やして参ります。 
｠ 
地域経済への波及効果 
｠ 
MOF MUSEUM JAPONの運営が軌道に乗れば、フランスのMOFと日
本の職人及び企業との接触及び取引が展開することが大いに期待されま
す。すでに食品産業の分野では、料理シェフ、菓子職人、チョコレート
職人、パン職人たちが日本の企業と提携して商業活動を行なっています。
MOFの職種は200を超えており、この分野も含めて、商工業などの分野
での様々な展開の可能性が考えられます。 
｠ 
教育的効果 
｠ 
MOF MUSEUM JAPONは未来の職業について子供達に具体的な計画、
アイデアそして夢を与えることができます。
ものづくり王国あいちとしての誇りを次世代に伝えるべく、地域の小中
高生はもとより、全国各地の小中高生には修学旅行や社会見学のスケ
ジュールに組み込むことも想定しております。
｠
工芸職人の研究 
｠ 
工芸職に携わる職人にとってはその分野に於いてフランスの事情を知る
ことにより、自らの仕事に役立てることができます。フランスからMOF
職人を招聘して行われるイベントの際には現場での意見交換、技術交流
が期待できます。 



地域における波及効果３｠ 
国際交流の場として 

公的な立場での日仏交流への貢献 
｠ 
フランス社会で多いに貢献している大企業のひしめく本拠地であるこの
名古屋でMOF博物館を設立することは両国にとって、工芸職人の技術や
ノウハウを通じ中小企業の経済発展活動に大いに貢献することを期待し
ています。
フランスでは最大の雇用者は零細企業や中小企業なのです。
｠
日本人MOFの創出 
｠ 
将来このミュージアムを通じて日本人MOFの資格を獲得できる日が来る
ことを期待しています。MOFになるには技術の他に筆記及び口頭試問が
あるので、フランス語ができる必要があります。またMOFは後進の指導
に当たるという使命があり、高校卒業＋大学教育2年相当の資格が与えら
れますので、その分野で必要なフランス語をマスターしておくことも大
切です。将来的にフランス語教育も先々必要になると考えています。 
外国語を自然に受け入れられる環境になじめば、携わる若者たちの力に
なり将来も大いに期待できると確信しています。 



MOF MUSEUM JAPONの主な事業｠ 
｠ 

・製作物の展示・保存｠

・MOFのデモンストレーション

・イべント・本国MOFによる講習会

・MOFの技術公開スクールの企画

・ミュージアムグッズ販売店、レストラン、カフェの運営

・日仏企業間の文化交流およびビジネス仲介



組織（ 2021 .7現在）組織（ 2021 .7現在）組織（ 2021 .7現在）組織（ 2021 .7現在）組織（ 2021 .7現在）

<運営＞

組織（ 2021 .7現在）

<運営＞
一般社団法人 MOF MUSEUM JAPON
代表理事 ジャン•フランソワ ジラルダン(MOF協会会長)
理事
理事
事務長
総務部
監事
理事付秘書

前野 寿邦
山本 孝彦
下玉利 忠
新海 靖幸

池田 大志
佐藤 理々

＜全面協力＞
フランス全国最優秀職人協会(MOF協会)
フランス最優秀職人博物館
在フランス日本国大使館
Ambassade du Japon France
在日フランス商工会議所
CCI FRANCE JAPON

日仏友交議員連盟
Groupe interparlememtare d' amitie franse japon
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