
第7回スローフード世界大会

中国・成都市、2017年9月29日～10月1日

提議1

気候変動、私たちの食の選択、私たちが望む農業

上記を考慮し、

− 気候変動は、現実的に地球に住む人びとがいたるところで経験しており、特に農業に打撃を
与えています。そしてその結果、私たちが食べることによって、灌がいや砂漠化の進行、洪
水の誘発、海水面上昇、農作物収量の歩留まり、それに伴う家畜の喪失、生物多様性の侵
食、全人類の移住の可能性がもたらされています。

− 気候変動の主原因の1つは食糧生産と消費の産業モデルで、それは化学物質の広範にわたる利
用や、単一栽培の普及、集中的な家畜農業、非局在化に基づく流通システム、季節に関係な
い収穫、廃棄物、水の過度な消費、そして一般的に、自然資源の過度な収穫に特徴づけられ
ます。

− これらの問題に対する責任が確認されており、エネルギー、重工業、輸送の分野では解決策
が探されている一方で、食料と気候との関係性は脇に追いやられています。

90カ国からなるスローフードとテッラマードレ（Slow Food and Terra Madre）の代表である私た
ちは、中国の成都市にて会議を開催し、今のトレンドを方向転換することを目的とした個人や集
団的行動を広げ、既知の問題について討論や研究、議論を促進することを私たちのコミットメン
トとして宣言します。

より正確には、全レベルの目的として、教育、情報、啓発活動キャンペーンの立ち上げを誓いま
す。

− 生物多様性と自然資源を保護し、環境と調和する全ての農業形態の促進と保護のための行動
を推し進め、強化します。そして農業と食糧システムの中で農民の中心的役割をより強く主
張します。

− 食品の生産、加工、輸送、流通、消費によって引き起こされる温室効果ガスの排出を減らす
手段として個人や集団的な行動を変革させるためのコミュニケーション活動や政治的な取り
組みを支援します。

− 気候変動と戦い、食品の安全を確保し、生物多様性を保護し、環境災害から私たちを守り、
人類や動植物の未来を保証する土壌肥沃の保護と再生のための活動を率先して支援します。



第7回スローフード国際会議

中国・成都市、2017年9月29日～10月1日

提議2

アフリカにおけるスローフードとTerra Madre

上記を考慮し、

- アフリカは、森林や水、肥沃な土地、鉱物、原油の豊富な資源を有する巨大大陸です。し
かし、戦争や民族紛争、干ばつ、飢餓に最も脅かされています。そして人類の歴史史上、
最も略奪された大陸でもあります。

- サハラ以南のアフリカにおいて、4人に1人は栄養失調です。

- 西洋の農産業は、アフリカ市場において余剰農産物を原価を下回る価格で販売するため、
地元農家の経営を破綻させています。アフリカ市場における多くの作物は、ヨーロッパや
アメリカ、アジアから輸入されています。主な原材料（米やトウモロコシなど）もまた現
地の価格より安価で輸入されています。

- 政府や世界各国の民間投資家たちは、世界において最貧困な大陸の、将来にわたって最も
貴重な共有物（土地）の一つを買い占めています。この事実は土地の略奪として知られ、
その広さはエチオピアやガーナ、マリ、スーダン、マダガスカルの何百万ヘクタールの土
地に及んでいます。

- 農産業では、伝統的な農業を過小評価し、輸出用の単一栽培を重視しています。従来作物
は改良された交配種（そして数カ国では遺伝子組み換え）に代替され、広範にわたって合
成化学物質（肥料と農薬）が使用されています。

- ヨーロッパや中国、日本、ロシアの漁船はアフリカ沿岸海を占領し、沿岸地域を壊滅させ
ました。そして、地元政府と漁師から無差別的に漁業権を買い占めました。

- アフリカ連合委員会の副議長によると、アフリカの温室効果ガスの排出量は4%とそれほ
ど排出していないにもかかわらず、アフリカは干ばつや砂漠化、飢餓に関しては気候変動
の影響を最も受けている大陸です。

- 毎年、何千ものアフリカの若者が、より良い生活を求め、地中海で命を落としています。 



世界90カ国からのスローフードとテッラマードレ（Slow Food and Terra Madre）ネット
ワークの代表である私たちは、中国の成都市にて会議を開催し、何よりも昨今の世界の食
糧システムの狂気的な代償となっているこの大陸の方向性を劇的に変えることをゴールと
する、私達のコミットメントをアフリカに向けてしっかりと再表明します。

具体的には、私達は以下の活動とプロジェクトを支援、実行することを約束します。

− すべての人々がおいしい、きれい、ただしい食を確保すること

− アグロエコロジーを拡大する上で現在最も重要なプログラムの1つで、35か国2800以
上の菜園（学校やコミュニティー）で実施されているthe Gardens in Africa Projectと
世界中の小規模コミュニティの食料安全保障に対する具体的な貢献を継続し、強化す
ること

− 絶滅から救うための最初のステップとして、各国の従来の生物多様性（植物、家畜、
加工品）を明らかにし、味の箱船でカタログ化すること

− 特にプレシディアやアースマーケットのように、シェフと地元生産者、他プロジェク
トや同じ指針に刺激を受けた他のプロジェクトと立ち上げを通じて、小規模生産者を
支援すること

− 若者世代への教育と同様に、アフリカ農業とガストロノミーにおける女性の基本的な
役割を向上させること 
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提議3

私たちが守り、サポートしたい生物多様性、叡知、コミュニティ、文化

上記を考慮し、

− 地域の文化や職人の叡智の産物である食の生物多様性（植物種や品種、動物の品種、パン、
チーズ、菓子、肉類、保存料などの伝統的な食材）の崩壊は、 過去60年間、そしてここ20年
間は気候変動によってさらに悪化しました。

− こうした先祖伝来のものが急速に減少した主な原因のひとつは、第二次世界大戦以来、地球
全体に植民地化が進み、ますます広がる農業の工業化に特徴づけられた食糧生産モデルで
す。 このモデルは、合成化学物質の広範な使用、GMOを含む単一栽培の普及、家畜の工場
式農場、土地・水・種子などの天然資源の民営化、生産の集中と、生物多様性と多機能性に
基づく小規模農業ひいては小規模農家の消滅を意味します。

− スローフードは、特に、「味の箱船」や「プレシディオ」のプロジェクトをとおして、世界
中で何世紀にもわたって蓄積されてきた食や文化の生物多様性を回復、保護、促進するため
に取り組んできました。 

私たち、世界90カ国から集まった「スローフード＆テッラ・マードレ・ネットワーク」の代表者た
ちは、中国の成都国際会議において、食の生物多様性と伝統的な生産慣行を守ることによって、食
の主権を支援するという私たちのコミットメントと、そして、人類の未来に不可欠なスキルと知識
の管理者である小規模農家や食材生産者、食のコミュニティをサポートすること、そして私たちが
推進を望む開発モデルの柱を私たちのコミットメントとし、再起動します。

特に、私たちは、以下のような活動とプロジェクトを実施することを目指しています。

− 絶滅の危機に瀕していて地域とそのコミュニティのアイデンティティの一部である食料品、
植物品種、動物の品種を探し出し、「味の箱船」でそれらをカタログすること。 私たちはこ
れを、世界中の人々の間で意識の啓発を促進するための最初の必須ステップと認識していま
す。私たちはまた、それらを産業食糧システムによる盗用行為から守り、保護すること

− 地方でその地域のコミュニティとともに、ネットワークによって指名された製品を復活、促
進させるための具体的なプロジェクトの実施や、スローフードプレシディオ、アースマー
ケット、シェフズアライアンスを含めた、それらの製品の管理人である生産者の支援活動、
地域社会が保有し、私たちに伝承された職人の知識を保存することを目的とした教育イニシ
アチブ、およびこれらの目的に貢献できるその他あらゆる活動の実施すること 



− 食材生産コミュニティを支援するための追加的な支援の形態として、「味の箱船」や「プ
レシディオ」の製品に対する認知度と使用を促進するための実践的行動とツールを導入す
ること

− 生物多様性のすべての価値を示すことを目的とした研究活動を支援すること

− 生物多様性の価値を説明し、それが直面するリスクを浮き彫りにするための意識向上とコ
ミュニケーションのキャンペーンを支援し、地球資源を枯渇させ、土地と水を汚染し、土
壌と種子を台無しにし、私たちの健康に害を及ぼし、文化と多様性を破壊している先進工
業化農業の結果を明らかにすること 
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提議4

直面する地球規模の問題に対する重要な味方、先住民の知識

− 先住民族の人々は生物多様性の主な担い手であり（地球上の農業生物多様性の67%は彼らの
領域内で発見されています）、それを保護するために何世紀にも渡って働いてきました。

− 伝統的に過小評価されている彼らの知識は、気候変動、食糧不安、不平等などの地球規模の
課題に取り組むために必要不可欠です。

− テッラマードレネットワークの先住民族の集まりは、総合的なアプローチを評価し、総括的
なスローフード運動とのつながりを強化した上で、元来の食糧システムを促進、保護する緊
急の必要性を強調しました

上記を考慮し、
この国際会議に出席するために世界90か国から中国の成都市に集結した、私たちスローフードと
テッラマードレネットワークの代表一同は、スローフード運動やテッラマードレネットワークに
おいて、意識向上と先住民と彼らの文化を守るための活動を強化することを表明します。
具体的には、以下を目指して活動やプロセスを支持し、促進することを約束します。

− スローフードコミュニケーションにおいて先住民の人々の声に力を与えること

− 先住民の人々とその文化を守るため、意識向上、啓発活動を強化すること

− 先住民の人々の食糧の総合的ビジョン（土地、アイデンティティ、スピリチュアリティ、伝
統医学などと密接につながっている）と先住民の慣習やビジョンから学ぶことができるネッ
トワークの交流の機会を設けることを促進すること

− 土地略奪、文化的同化など、自由の原則や事前合意やその他に反する全ての行動に反対する
こと

− 食料の生物多様性やそれを保護する人々を守りながら、先住民の人々のコミュニティと共に
畑でプロジェクトを開発すること

− 先住民の若者と彼らのコミュニティが彼らの食料遺産を守り、促進していけるようにするこ
と

− 若者や女性の平等な参加を確実にすることを特に注意し、地域のテッラマードレネットワー
クおよび世界レベルでの組織化を続けていくことにより、ミーティングや交流に参加する機
会を増やすこと

− 女性や若者、そして他の組織を含む全てのレベルにおけるネットワーキングに特別な焦点を
あて、知識伝承や能力形成を促進すること
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提議5

知恵の伝達、知識へのアクセス、Diffused University（分散型大学）

上記を考慮し、

スローフード運動にとって2004年は重要な年となりました。ポッレンツォでの食科学大学の
設立とTerra Madre（テッラ・マードレ）フードコミュニティの形成という2つの発展が大き
く変化し、そのアイデンティティーに影響を与えました。

Terra Madre（テッラ・マードレ）のコミュニティは、自然と人々が何世紀にもわたって絶え
ず進化する環境や社会状況に適応できるよう、知識や生活様式、そして人々の生き方と自然
との共存を調和した知識の守り手を象徴しています。

伝統的な知識と科学との距離はまだまだ遠く、コミュニティを通じて何世紀にもわたって頻
繁に蓄積された知識は、学術機関による尊厳がなく、正しく評価されていません。 公的の学
術的な知識は、特定の場所のアイデンティティーを表す農村と職人の知恵に対して、より密
接に継続した方法で対話しなければなりません。 

私たち世界90か国から集まったスローフードとTerra Madre（テッラ・マードレ）ネットワークの
代表者は、中国の成都国際会議において、社会的背景や経済的条件、人種、出身地、性別、年齢
に関係なく誰もが知識や文化にアクセスする権利があるという信念に基づいて、正式な化学と伝
統的な知識の間で実りある対話を奨励することを宣言しています。

私たちは、具体的に以下のような活動およびプロジェクトを実施することを表明します。

− 会議、対話、知識共有の促進を目的とした新たな取り組みを通して、知識へのアクセスの民
主化を支持します。主な方法は、知識の交換とそれにアクセスするための自由で民主的なプ
ラットフォームの確立や食科学大学との共同開発です。プロジェクトの方針と精神を共有す
る世界のすべての大学と教育機関に対してオープンです。 今のところ、新たな取り組みは
Diffused University（分散型大学）という仮の名前です。

− 私たちのフードコミュニティと現地のグループのネットワークを通じて長年にわたって積み
重ねられた食の世界の繋がりとネットワークをリンクし、知識やスキルを豊富に蓄えること
を目的としたDiffused University（分散型大学）を推奨し、サポートします。

− 伝統的な知識を守り、Diffused University（分散型大学）に参加するための少ない知識に尊厳
を与える世界中のさまざまな人々や組織を奨励します。

− 学問的なカリキュラムに食と環境に基づく教育プログラムを組み入れるように奨励します。 
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提議６

地球のエコシステムにおけるプラスチック～食と健康への脅威 

 人類のプラスチック総生産量は83億トンであり、うち6.3億トンは既に廃棄物とし
て処理されています。使用後にリサイクルされるプラスチックはわずか9%であ
り、12%は焼却処分、残りの79%はごみ廃棄場に積み上げられているか、環境の
中に捨てられ、エコシステムに重大なダメージを引き起こしています。2010年だ
けでも800万トンのプラスチックが海洋に廃棄されました。

 世界的なプラスチック生産量は1950年の200万トンから2015年の4億トン超と増加
し、鋼鉄やコンクリートを除く原材料の中では他に類を見ない速度で増え続けて
います。しかし、鋼鉄やコンクリートは建築業界で使用される一方で、プラス
チックの最大のマーケットはパッケージングであり、製造されたプラスチックの
多くが一度の使用で廃棄されることを意味しています。このペースで進む
と、2050年までには海中は重量ベースでプラスチックが魚の量を超える、という
状態になるでしょう。

 光分解と機械的作用によって、大きいサイズのプラスチック（マクロプラスチッ
ク）はやがて劣化して分解し、マイクロプラスチックやナノプラスチックになり
ます。つまり、今やプラスチックファイバーはあらゆる環境媒体、例えば世界の
飲料水中の大半、私たちが呼吸する空気中、私たちが食する食べ物の中などに含
まれている、ということを意味しています。

持続可能性のないプラスチック廃棄物にはマイナスの側面が多く、管理体制が整って
いない、または欠如した状態の代償は高くつきます。
o  環境部門では、プラスチックはエコシステムに強烈な圧力を作り出します。
o  民間経済部門では、観光やレクリエーション活動への経済損失を示す可能性があ

ります。
o 社会、行政部門では、廃棄物管理のインフラとサービス、水処理の費用がかかる

ため、プラスチックは巨大な力で経済を左右します。マイクロプラスチックやナ
ノプラスチックは、私たちもその一部である食物網を介して化学物質を放出する
ため、人間の健康にリスクをもたらします。知らないうちに私たちはプラスチッ
クを摂取し続け、人間の健康に与える影響を完全には知らないまま、ということ
になります。今や私たちは海洋生物に関する調査から、プラスチックは発ガン影
響があること、内分泌機構と神経機構に影響を与えることが分かりました。 



これらの現状を鑑み、

中国、成都の国際会議で団結するため、私たち、世界90カ国から集まったスローフード
およびテッラ・マードレネットワークの代表は、プラスチックそのものと、プラスチック
が使い捨て製品であるという認識を止めることに価値を与え、新しく回収した原材料とし
てマーケットや経済サイクルに改めて紹介するコミットメントを宣言します。

私たちは、具体的に下記の点についてコミットします。

 「廃棄物ゼロ」のコンセプトに焦点を当てる。および「廃棄」という言葉を無く
し、代わりに「資源」という用語を用いる好循環の経済に着手するため、プラス
チックが持つ経済的価値に焦点を当てる

 循環経済の促進、廃棄物の分別とプラスチック材の再利用を奨励、実行する

 自国でのパッケージの削減を促進。可能であればプラスチックを自然で、生分解
可能な、または堆肥可能な相当物に変更し、持続可能でGMO不使用な材質で製造
されたものとする

 プラスチックを自然で栽培された原材料で代用する場合、食物生産のために伝統
的に栽培してきたものとバイオプラスチックの工業製品との対立を避ける

 プラスチックに関して未だ環境問題の意識が不足している国、および/または循環
経済が経済、環境、社会、人間にとっての富の源であると考えていない国におい
て、広範囲の環境教育キャンペーンの促進とサポートを行う

 化粧品からマイクロプラスチックを除去する、また自然な製品に替える目的の国
策を支援し、要求する

 データ収集と再利用原料の回収に関するリサーチを提供する国の政策を支援およ
び要求し、海中と地上のプラスチック廃棄物の減少という結果につなげる 
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