
What is Slow Food?
スローフードってなに？

Good, Clean, Fair Fod for everyone
おいしい、きれい、ただしい食をすべての人に

2017/1/15
β版



2



Index

理念

日本全国のコンビビウム

スローフードの哲学

スローフードのあゆみ

組織構成

スローフードの活動

BITE SIZE SLOW FOOD

国際イベント

プロジェクト

写真提供
Momoko Oshita
Rick Wu Photography
Yoni Nimrod
Slow Food Archive

目次

４

11

23

4

6

8

9

12

18

プレシディオ Presidia 13

食科学大学　University of Gastronomic Sciences 16

Slow Food Youth Network 17

味の箱船　Ark of Taste 12

シェフズ アライアンス　Chef's Alliance 15

アフリカ 10,000 の菜園プロジェクト　10,000 Gardens Project in Africa 14

テッラマードレ・サローネデルグスト　Terra Madre Salone del Gusto 18

先住民族テッラマードレ　Indigenous Terra  Madre 20

スローフィッシュ　Slow Fish 21

チーズ　Cheese 22

3



スローフードは、私たちの食とそれを取り巻くシステムを
より良いものにするための世界的な草の根運動です。郷土
に根付いた農産物、文化を失うことや、ファストライフ・
ファストフードの台頭、食への関心の薄れを憂い、1989
年にイタリアで始まり、現在 160 カ国以上に支部を持ち、
ネットワークを広げています。スローフードは、おいしく
健康的で (GOOD)、環境に負荷を与えず (CLEAN)、生産者
が正当に評価される (FAIR) 食文化と、食の生物多様性を
守っていく社会運動です。

Slow Food って ?

What ś SLOW FOOD?

Clean

Good Fair

 ”

 ”
もしあなたが世界を変えたいのなら、
悲しみではなく、喜びと共にやるべきだ。

If you want to change the world, 
don't do it with sadness, do it with joy!

Slow Food 創始者 カルロ・ペトリーニ

おいしい、きれい、ただしい (Good, Clean, Fair) 食べ物

スローフードの哲学

スローフードのミッションは、

おいしい – おいしく、風味があり、新鮮
で、感覚を刺激し、満足させること。

きれい –地球資源、生態系、環境に負
担をかけず、また人間の健康を損なわず
に生産されれることです。

ただしい – 生産から販売及び消費に
渡って、すべての関係者が適正な報酬
や労働条件にある社会的構成を尊重
すること。

そんな食べ物を、すべての人が享受でき
る社会を実現することです。
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" 食べる"ことは私たちの生命に直接関わり、人間の
歴史を築いてきました。そこにはあらゆる地域の伝統・
叡智・喜びなどが込められています。料理を味わって
楽しみつつ、料理の皿の外にあるその見えない味付
けを考えるのが、スローフードの運動です。

現在の食をとりまく環境は、私たちが日々口にしてい
るものの選択一つ一つによって作り上げられているも
のです。この環境をより良いものにしていくためには、
一人一人の意識と文化、政治、農業、環境、経済
など、様々な分野の垣根を超えて取り組まなければな
りません。スローフードは、数々のプロジェクトによって、
この複雑なテーマを紐解く運動をしています。

地球や社会の環境が大きく変わろうとしている今、様々
な分野や世代を越えて多様性に満ちた持続可能な暮
らしを考えていかなければなりません。

「Convivium(コンビビウム)」とは、ラテン語で「饗宴」
を意味する言葉です。スローフードは世界中の支部の
呼称としてこの言葉を使っています。

コンビビウムは、地元の生産者と結びつき、地域の食文
化を守るセミナーやテイスティングイベントを開催したり、
地元飲食店に地域食材の使用を促したり、学校給食を
改善したりする役割を果たしています。スローフードの国
際的なイベントには地元の生産者を推薦したり、また活動
を共有する機会を作り、各コンビビウムの草の根の活動
がスローフードの国際的なネットワークを作り上げます。

そして何よりも、食に対する感謝、喜びを共有する仲間
が、コンビビウムです。

スローフードの哲学

コンビビウム

共同生産者

スローフードでは、消費者という言葉ではなく「共同生
産者」という言葉を使います。

自分たちの食がどのように生産されるのかという情報を
きちんと得ることで、生産する人 を々積極的に応援す
ることで、私たちは生産プロセスの一部となります。つ
まり、知識を持ち違いのわかる消費者は生産プロセス
の最終地点に立つ、共生産者です。

©Yoni Nimrod

©Yoni Nimrod
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Slow Foodは、カルロ・ペトリーニとその仲間たちによって1980年代に設立されました。当初の目的は、地域の伝統と美
味しい食、その文化をゆるやかに楽しむスローな生活のスタイルを守っていくことでした。設立から30年、スローフード運動
は進化し続け、「食」を地球、人々、文化、政治といった全ての要素が織りなすものと捉え、より総合的なアプローチをもっ
た運動となりました。
今日、スローフードは、160カ国以上に存在するメンバーと数々のプロジェクトの集合体であり、世界的な食の草の根運
動の代表格となっています。

1986
- ローマのスペイン階段にオープンするマクドナルドへの反対運動をきっかけに、Slow Food
が設立される

1989
- パリにて行われた会議で、スローフードマニフェストが調印され、国際的な運動として本格始動

1990
- 初めてのスローフード国際会議がヴェネチアにて開催される
- Slow Food Editore(スローフード出版)が創立され、初版の「Osterie d’Itailia」
(イタリアのオステリアガイド)が発売される

1992
- スローフードドイツが発足

1993
- スローフードスイスが発足

1996
- 味の箱船プロジェクトが発表され、「サローネ・デル・グスト」(味の見本市)がトリノで初
開催される。以後、「サローネ・デル・グスト」は、スローフードを代表する国際的なイベント
として隔年で開催され、持続可能で伝統を守る、小規模生産者を支えていくための
国際的な食の祭典となっている

1997
- チーズ、乳製品に特化したイベント、「チーズ」がブラで初開催される。以後、隔年イベントとなる

2000
- プレシディオ・プロジェクトが始動
- スローフードUSAが発足

2001
- 生乳チーズを守るためのマニフェストが作成され、「スローチーズ」のキャンペーンが始動

2003
- スローフード生物多様性財団が発足する

2004
- 130の国から5000人のスローフード会員、小規模生産者、食分野の学者や活動家が
一堂に会し、会議を行う「テッラ・マードレ」が、「サローネ・デル・グスト」と併催の形で、トリノ
で初めて催される
- 食科学大学がSlow Food本部のほど近く、ポッレンツォに創立
- ジェノヴァで、持続可能な農業や漁業分野での伝統の保護をテーマに「スロー・フィッシュ」
が初開催される
- スローフードジャパン(スローフード日本の前身)が発足、横浜にてスローフードフェアが開催される

2006
- スローフードUSAがハリケーンカトリーナで被害を受けたルイジアナ州のために
テッラ・マードレ救援基金を設立する
- スローフードUKが発足

スローフードのあゆみ

History of Slow Food

スローフード年表
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2007
- 第五回スローフード国際会議がメキシコのプエブラで、600人の各国代表を招い
て開催される。 プエブラ宣言が承認され、18年前に始まったスローフードの運動
を続けていくことが誓われる
- スローフードドイツによるイベント「Markt des guten Geschmacks」が初開催される
- スローフードビルバオによるイベント「Algusto fair」が初開催される

2008
- カルロ・ペトリーニが英紙 The Guardian にて、”地球を救える50人”の中の一人
として選ばれる
- スローフードUSAによるイベント「Slow Food Nation」がサンフランシスコにて初
開催される
- ファーマーズマーケットの国際ネットワーク、「アース・マーケット」が立ち上がる
- スローフードオランダが発足

2009
- ヨーロッパのスローフードのネットワークが集まるイベント「Eurogusto」がフランスに
て初開催される
- プレシディオをレストランのメニューに使用するシェフの同盟「シェフズ アライアンス」
が立ち上がる
- スローフードUSAが、学校給食を改善するロビーキャンペーン「Time for Lunch」
を立ち上げる
- 12月10日のスローフードの20周年を記念して「テッラ・マードレ デイ」と称した
1000のイベントが世界150カ国で開かれる
- スローフィッシュの国際キャンペーンがスタートする

2010
- ブルガリアにてイベント「テッラ・マードレ バルカンズ」が開催される
- 「アフリカの菜園」プロジェクトが発足する

2011
- 「スローヨーロッパ」キャンペーンが始動し、EUの政策に持続可能な食生産や食
の生物多様性の保護、小規模生産者の支援を推進を求めるロビー活動が始まる
- 味の箱船登録産品が1000に達する
- 世界中の先住民族のコミュニティが集まる「先住民族テッラ・マードレ」が
スウェーデンのヨックモックにて開催される

2013
- ニューヨークで開催された国連先住民族問題常設フォーラムで、カルロ・ペトリーニ
が演説
- リオデジャネイロで開催された国連持続可能な開発会議にてカルロ・ペトリーニが演説
- NGOなどの他団体と共に、EU共通農業政策の改善を求めるキャンペーン活動を
開始する
- 第六回スローフード国際会議がトリノにて開かれ、95カ国から650の代表者を集め、
スローフードの新しい方針「食の中心的役割」を採択する

2014
- バルカン地域の食の多様性をマッピングするプロジェクト「ESSEDRA」が発足
- アジア・オセアニア地域のスローフードのネットワークが集まるイベント「AsiO Gusto」
が韓国・南陽州市で初開催される
- カルロ・ペトリーニが国連環境計画の地球大賞（Champions of the Earth)を受賞

2015
- ミラノ万博に際し、40歳以下のテッラ・マードレ、「We Feed The Planet」が
ユースネットワークを中心に開催され、2000人の若い生産者がミラノに集合する
- インドのシーロンで先住民族テッラマードレが開かれる
- 韓国、高陽市で「Slow Food Asia Pacific Festival」が開催される

2016
- スローフード日本が発足
- トリノにて「テッラ・マードレ サローネ・デル・グスト」がトリノ市全体を会場として、屋外
で初めて開催される

To Be Continued....
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イタリアに国際本部を持つスローフードインターナショナルは、世界160カ国、100万人以上のネットワークを持つ、
世界規模の組織です。国際連合やEU本部などの、世界各国の行政機関への政策提言や行政と連携した事
業展開など、世界の農林水産行政や食文化に大きな影響を与えています。

 スローフードの活動が活発に行われている国には、国ごとに運営組織を作り、特徴に合った運営を行います。

Our Structure

インド局アフリカ局 北米局 南米局アジア・太平洋局
（日本担当）

ヨーロッパ局

世界160ヵ国の支部・会員

スローフード国際本部（イタリア）

各国運営機関

スローフード日本

日本全国の支部

組織図

組織構成
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関東

・茨城
・つくば
・九十九里
・いすみ・房州
・すぎなみTOKYO
・目黒
・ユース東京
・えびす
・銀座
・相模原
・横浜・鎌倉
・三浦半島

中部

・飛騨高山
・奥信濃

中国

・広島

東北

・宮城
・仙台

近畿

・多気
・奈良
・ユース京都
・但馬
・神戸
・有馬
・ユース神戸

九州・沖縄

・福岡
・長崎
・宮崎綾
・沖縄・奄美
・琉球
・ユース琉球

 日本全国のコンビビウム
日本にも、全世界の”草の根”となっているコンビビウム（支部）があり、
それぞれの地域で取組みを行う母体となっています。

日本全国的に、そして国際的にコミュニケーションをとりグローバルに、それ
でも活動の根幹はローカルに、世界のスローフードの活動を支えます。

Our Members
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スローフードの活動

国際イベント

プロジェクト

Activities

Projects

Events

11



「味の箱船」（通称アルカ）プロジェクトは、消滅の危機にある、歴史の
深い食べ物の種や生産方法を、オンラインカタログにリスト化して守っ
ていくプロジェクトです。

1996年の発足時に登録されたのは、アルゼンチンのとうもろこし種「カ
ピア」やシチリアのタイムの蜂蜜「モンティ イブレイ」、フィンランドのパン
「カラクッコ」など500以上に及びます。

味の箱船を通して、このような食べ物は記録され、認識され、地球が誇
る多様な食べ物として、生産方法や種の復活・保存に興味を持つ人た
ちへの情報ソースとして役割を果たしてきました。

スローフード国際本部の味の箱船チームは全世界から集まってくる味
の箱船食品の候補を審査します。必要に応じて、専門家で構成される
各国の味の箱船委員会は、国際本部と共に登録する食品の選考を行
います。

基準

1. 食品であること:　栽培植物の種や土着の家畜の品種だけでなく、野生の
植物や動物でも食べる文化さえあれば推薦することができます。
2. 固有の特徴があること: その土地や文化ならではの使用方法や味の違いな
どの二つとない特徴を持っていること。
3. 特定の地域や民族、グループと関連があること: 文化・民族・社会的
アイデンティティや物語を持つ食品であること。
4. 限られた量しか生産できないこと。
5. 消滅の危機にひんしていること。

世界の味の箱船食品数：

味の箱船

Project

3949
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プレシディアのプロジェクトは1999年に始まりました。

味の箱船に数百の食品を登録した後、更なるステップを目指
し、味の箱船食品の生産方法や生産地域について学び、
生 産 者に会い、彼らの技 術 、知 識を発 信するための
プレシディアプロジェクトを始めました。

2008年には、アンモナイトに見立てたプレシディアのロゴを
作り、それぞれの商品ごとに設けられた基準を満たした商品
のラベルに載せることができるようになりました。

コーヒー、チョコレート、オリーブオイルなど、数々の商品が
スローフードプレシディア 独自のガイドラインを作 成
し、プレシディアのラベルを付けています。 世界のプレシディアの数：

 プレシディア

Project

516
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2010年に始まったこのプロジェクトは、現在アフリカの36カ国で
約2600の菜園を、学校、村、街の郊外に作っています。

当初1000の菜園を作ることを目的として始まったこのプロジェクト
は2012年に早くも目標の数を達成し、1万に目標設定しなおして
再スタートを切りました。

菜園を作ることは様々な役割を持っています。地元の種と生物多様
性を守ること、全世代の人への教育の場となること、食の民主権を
守ること、自給率をあげること。

このプロジェクトは、各国にスローフードのネットワークを築き、自国の
食糧問題を自らの手で解決するリーダーを育てています。

誰でも、このプロジェクトに寄付することができます。900ユーロで、
菜園を一つ作ることができ、寄付した個人／団体はサポートする
国を決め、菜園の進捗を見ることができたり、特定のコンビビウム
と協力体制を敷くことができます。９００ユーロよりも少額の寄付をす
ることも可能です。

アフリカ１万の菜園プロジェクト

Project

菜園がある国 ：々
アルジェリア、アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、カメルーン、
コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、ガボン、ガーナ、ギニアビサウ、
コートジボワール、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウィ、マリ、
モーリタニア、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、
ルワンダ、サントメ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、南アフリカ、
タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

14



加盟国：
アルバニア、アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、カナダ、エクアドル、
フランス、ドイツ、インド、イタリア、ケニア、メキシコ、モロッコ、オランダ、
ロシア、ウガンダ

シェフズ アライアンスは名前の通り、スローフードのシェフ同盟です。

このプロジェクトの目的は、生産者が作った食材を食べ手の元に届
ける”食の伝道師”であるシェフという職業を持っている人達どうしで
ネットワークを構築することです。この同盟に参加しているシェフは、
使用地元の高品質な食材を使い、誰から仕入れているのか、どんな
食べ物なのかを食べ手に説明することができる必要があります。

また、スローフードの支援する味の箱船に登録されている食品や
プレシディアの商品をメニューの中で積極的に使用しています。

現在、16カ国の国で745人のジャンルやスケールを超えた様 な々シェフ
が加盟しています。

シェフズ アライアンス

Project
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食科学大学は、スローフード国際本部、ピエモンテ州、エミリア・ロマーニャ州
の協力により2004年に発足しました。スローフード国際本部がある街、
ブラにキャンパスを持ち、世界各国から次世代の食産業を担う若者が集ま
り、１２年間の歴史の中で数々の食の実業家を輩出しています。

国の認可を受けた私立大学であり、同じカテゴリーの大学の中でも、
農学、化学、栄養学、政治学、民俗学など、人文学・社会学・自然科学の
垣根を越えて、”食”を中心とした学問「Gastronomic Sciences: 食科学」
を専門とした世界唯一の学校です。UNISGで学問を修めた人材は、
ガストロノーム又はガストロノミストと呼ばれ、食の分野で包括的な視点を
持ち、食のシステムを変えていく人材として世界中で活躍しています。

現在まで、世界70カ国以上から4000人以上の学生が食科学大学を
卒業しています。

イタリア食科学大学

Project

どうやって関わる？
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スローフードユースネットワークとは、Slow Foodの活動をアクティブに
行っている若者の世界的なネットワークです。2004年からヨーロッパ
を中心に活動が始まり、現在40以上の国に広がっています。

食料廃棄問題に警鐘を鳴らすためのキャンペーン、ディスコスープ
（Disco Soup）や、食の未来を考えるために世界中から若い生産
者を2000人集めたWe Feed The Planetなど、若者であることを活
かし、形にとらわれすぎない活動のしかたや、楽しさを全面に押し出し
たプロジェクトやイベントを地域ごとに行っています。

2017年4月29日は「World Disco Soup Day」と名付け、世界
20カ国以上でディスコスープが同日開催される予定です。日本国内
では、東京、神戸、京都、琉球のユースネットワークを中心に開催を
計画しています。

Slow Food Youth Network

Project
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サローネ デル グスト（Salone del Gusto）は、
「味の見本市」と訳され、2004年からテッラマードレ
と同時開催されています。スローフード独自に設けて
いる出店条件があり、通常の食の展示会では見つけ
ることのできないような、文化と歴史を持った郷土の
味が世界150カ国以上集まり、来場者はそれを楽しむ
ことができます。

テッラ マードレ・サローネ デル グスト

Events

スローフードは2004年から２年に１度、「テッラ マードレ・サローネ デル グスト」という
イベントをイタリアのトリノにて 開催しています。

テッラ マードレ（Terra Madre）はイタリア語で「母なる大地」という意味で、
世界中から食の生産者、学者、活動家が集まり、”食”についてさまざまなテーマで
会議する、いわば「世界生産者会議」です。分野、民族、年代の垣根を超えた
各国からの参加者が、味の箱船について話し合ったり、シェフズ アライアンスの
ミーティングをしたり、アフリカの菜園プロジェクトの寄付をした者と受けた者
が会う場所になったり、世界のユースネットワークが顔を合わせたりします。
テッラマードレは、スローフード運動の中で最重要とも言える祭典です。

©Momoko Oshita
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スローフードが有する世界のネットワークが一堂に会するこのイベントは、
回を重ねるごとに規模が大きくなっています。

2016年に行われた際には、それまでの展示場会場から出て、トリノ
の市街地全体を会場にした史上最大規模のものとなり、５日間の
合計来場者数は１００万人にものぼりました。日本からは出展者、
代表団を含む120人以上が参加し、カンファレンスやフォーラムに
登壇・参加したり、ワークショップを行ったり、世界中の同業者、そして
スローフードの仲間とネットワーキングをしました。

2016年の様子

©Momoko Oshita

©Rick Wu

©Rick Wu ©Rick Wu
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いま世界中の科学者や政治家たちは、生態系の危機を防ぐ
持続可能な農業方法を探しており、また近年になり、生態系の
バランスを重視しながら昔から持続可能な生活をしてきた先住民族
の叡智に関心を向け始めています。

先住民族テッラマードレは、スローフード・インターナショナル、
国連機関と連携している世界の先住民族が集合し、自然環境
を守り、持続可能な生活を支える先住民族の伝統農法、
技術、叡智を広く紹介することを目的としています。

2011年にスウェーデンのヨックモックで初開催されたこの
イベントは、2015年にインドのシーロンでも開催されました。

今後、先住民族と科学者そして政治家が交流し、情報交換を
するだけでなく、先住民が望む未来、その思いと実践をテーマ
とした基盤作りになっていきます。

2016年のテッラマードレでは、日本も含め世界中から先住民族
のメンバーが集まり、次回の先住民族テッラマードレに向けた
方針を話し合いました。

先住民族テッラマードレ

Events
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スロー・フィッシュとは、世界中の乱獲を防ぎ、持続可能な漁業を目指す
漁師のネットワークです。

２年に１度、テッラマードレが行われない年にイタリアのジェノバで
「スロー・フィッシュ」というイベントが開かれ、世界中のスロー・フィッシュ
運動家が集まります。

様々なシーフードを味わうことのできるマーケットや、シェフズ アライアンス
による料理教室のほか、専 門家による魚食文化を学ぶことのできる
ワークショップをはじめ、有識者が集まり、E U への漁業政策提言を
話し合う場なども設けられます。

スロー・フィッシュ

Events
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Events

Cheese - Slow Cheese Festival
スローフードが生まれた地であるイタリア、ピエモンテの田舎町、ブラにて、
テッラマードレが無い年の９月に開催される代表的なイベントの一つです。

1997年に初めて開催され、今ではブラの人口の３倍を超える、１０万人の
来場者を誇ります。

チーズをはじめとした、乳製品の持続可能な未来を考えるためのイベント
で、世界中から珍しいチーズが集まり、ブラの町すべてを芳醇な香りで埋め
尽くします。美味しいチーズを求めて人 が々集まるだけではなく、消滅の危機
に立たされているチーズの伝統製法の保存や、生乳の使用規制に異議を
唱えるなど、影響力を持ったイベントです。
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「第６次絶滅期」

現在地球上では、計り知れないスピードで菌類や微生物を含む
多くの植物や動物が絶滅しています。その速さは地球が歴史上
で経験したことのないほどで、毎年実に2万7千種の生態系が失われています。それは一時間に
３種が絶滅している計算になります。

また、私たちはパーム油用のヤシの木や大豆を植えるために、毎年およそ1000万ヘクタールも
の熱帯雨林（主にボルネオやアマゾン、アフリカにて）を破壊しています。多くの生態系のすみか
であるマングローブの森林や、海岸沿いの重要な防波堤の役目を果たしているサンゴ礁なども、
それぞれすでに35%、20%もなくなってしまっています。

多くの野菜の受粉に欠かせない蜜蜂も、2007年頃から大量死
していることが報告されています。その死亡率は、2013年の冬
にヨーロッパでは20%、アメリカでは40%にも登りました。

「今世紀が終わるまでに、現在の生態系の実に1/10がが地球
上から消え去ってしまう」（2011年に発表されたEXETER大学
の研究者たちの論文）。そうした恐ろしい予測が出ているほど、私
たちは大変な危機を迎えており、今の状況は「第六次絶滅期」
と呼ばれています。前回の第５時絶滅期は恐竜が絶滅した頃の
ことを指しますが、その頃と今では決定的な違いがあります。それ

は、現在の世界的な生態系の乱れは人間によってもたらされているからです。

過去70年で私たちは、これまで１万年ほどかけて世界中の農家が大事に
取捨選択してきた生態系の、実に３/４を破壊してしまったのです。
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このように生物多様性の均衡が崩れたのは、私たちが牧場や農地を工場のように扱うようにな
ってからと言えます。

工業的な製品には、自然の世界にあるようなリズムはありません。四季もありませんし、忍耐する
力もありません。常に可能な限り早いスピードで、大量に生産されることが求められてしまってい
ます。

工業的な農業は、第二次世界大戦後のアメリカで、軍事施設の利用方法の一つとして始まり
ました。爆発物の主要な成分であるアンモニア態窒素が、化学肥料の材料として絶大な効果
を発揮することが証明されたのです。それまで農業用の土壌は、土壌が痩せないために一年お
きに豆類などを植えたり、家畜の糞尿を堆肥として使ったりして土壌の豊かさを保ってきました。
それが突然、簡単に肥料を買うことができるようになったのです。防虫剤や除虫剤、工作機械の
燃料も、大量生産された工業製品が広く出まわりました。

こうして、私たちは、私たち自身をいわば「原油」付けにしてしまったのです。
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現在、世界ではたった一握りの大企業が、遺伝子組み換えされた種子や化学肥料、化学防虫剤、
化学除草剤などを商標登録し、自分たちの都合のいいルールを定め、市場を牛耳っています。３強
の企業だけで、世界の種子の市場の53%をも保持していますし、トップ10の企業だけで実に市場の
76%を支配しています。この流れに拍車をかけているのが、GMO（遺伝子組み換え）された種子の登
場。1996年時点で170万ヘクタールだった地球上のGMOの農地は、2013年には1億7520万
ヘクタールにまで増えてしまいました。

海の世界でも同じことが起きています。高度な技術の進歩により、工業的な漁業が一気に盛んにな
りました。強力で効率の良い船や飛行機、衛生システムが発達したことで魚の群れを瞬時に察知す
ることができるようになりました。ただ、こうした漁業では海底は巨大なネットにより削り取られ、そこにあ
るすべてのものを容赦なく破壊していきます。工業的な漁業は、非常に無駄が多く、通常、釣り上げら
れた魚のおよそ40%もがまた海に放り投げられていると言われています。その間に、肥料や防虫剤、
ゴミや原油はすべて海に捨てられています。プラスチックのゴミは海上で巨大な島を作り上げ、排出さ
れる二酸化炭素が海の酸性度を上昇させてしまっており、それにより多くの生態系に被害を及ぼして
います。
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生物多様性から始めよう

生物多様性とは、微生物から始まり、植物や動物などの様々な命の多様性、またそれらが生息する生
態系そのものの多様性の事を指します。それは本来、これまで地球上で培われた知識であり、将来に向
けての担保であるはずです。なぜなら、生物多様性が保たれることで、植物や動物は気候の変動や害
虫、疾患などの予想外の出来事に適用できるからです。

生物多様性を守ることは、何も野生の世界の話だけではありません。生産者たちがこれまで種子改良を
進め、作ってきた幾千もの種類の植物や動物は重要な生物多様性の一面です。なぜなら、その形、色、
香りそのものがその土地土地の風土や歴史を物語っているからです。生産者によって注意深く品種改
良された品種は、その環境にしっかりと適応し、自然と、より抵抗力が強いものとなっていきます。また、必
要とする水や防虫剤、肥料の量、またその他のケアの部分においても、おのずと少なくなります。生物
多様性を守ることは、できるだけ薬に頼らず農業を続けるための知恵でもあるのです。

まずは住んでいる地域について知ることから
始めよう！地域の地場の野菜、果物、動
物、についてだけでなく、伝統的な特産品
などについても知識を深め、それを伝えて
いこう！
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環境に配慮した生産方法をとっている小規
模生産者をサポートしよう！
彼らの作ったものを買い、それを自分で調
理して食べよう！

伝統的な知恵というのも、生物多様性の重要な側面です。というのも、そうした知恵こそが、耕作が難しい

土地を農地に変えたり、例えば牛乳や肉、穀物や果物・野菜などを幾千もの食材（パン、パスタ、チーズ、

味噌、漬物、醤油等の保存食品）に変えたりする役目を果たしているからです。

生物多様性を守ることは、すべての場所、生態系、知識や文化の違いを尊重し合うことです。様々なもの

を小規模ながら生産すれば、それぞれにもっと価値を与えることができる上に、食料廃棄を最小限に

留めることができます。またそれは、可能な限り地場のものを選んで食べることでもあります。さらには、自然

との均衡が取れ、耐久性と持続性が担保された仕組みを支え、広めていくことでもあります。それは同時

に、非常に繊細な自然の均衡を理解し、その自然との調和を大切に仕事をしている小規模生産者を

サポートすることでもあるのです。

だからスローフードは、私たちが「生物多様性を守る」ことから活動を始めることで、
地球上のすべての人がおいしい、きれい、ただしい食べ物を口にすることができる
と信じています。
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「人間は、食べるところのものである」と言ったのは１９世紀の哲学者、ルートヴィヒ・フォイエルバッ
ハでした。彼は、私たちの精神と肉体は切っても切れない関係にあることを指摘し、食べ物を通じて
私たちが自身を支えることの重要性を説きました。それから２世紀後、マイケル・ポーラン氏は著書

「The Omnivore’s Dilemma」で、こんなことを 記します。「もし、人間は食べるところのものであるとす
れば、私たちは皆、トウモロコシだ」と－。 でも私たちは、常日頃からポップコーンばかりを食べているわけ
でもないし、トウモロコシをかじって食べたり、スイートコーンの缶を食べたりするわけではないから、そんな
バカな、と思うかもしれません。しかし驚くかもしれませんが、実は私たちは１日の中で何回もトウモロコシを
食べているのです。

今や世界はどこを見渡してもトウモロコシだらけです。ステーキやハンバーガーとなる牛だけでなく、鶏や
豚、羊、鮭までもが餌としてトウモロコシを与えられているからです。卵やチーズ、ヨーグルトもトウモロコシ
でできているということになってしまいます。それだけでなく、スーパーマーケットで売られている加工食品
の多くが、トウモロコシを材料に使っています。例えば、清涼飲料水、クッキーなどのお菓子、マヨネーズ、
ポテトチップス、ソース、キャンディーなど。グルコース、グルコースシロップ、ソルビン酸、クエン酸、
麦芽糖、マルトデキストリン、フルクトース、加工デンプン、スクロースといった名前で潜んでいるのです。 
トウモロコシは、他のどんな作物よりも世界の農地やスーパーマーケットを支配しています。速く育ち、収
穫量も多く、いろんな用途があるからです。もし、収穫量を飛躍的に伸ばすことをだけを目的に農業を
するとすれば、トウモロコシは理想的な作物と言えるほど。現に、世界のトウモロコシ生産量は近年、
年率374%も伸びており、2014年には年間９億７千４００万トンもの生産が記録されています。

このタイプのトウモロコシは、工業的なモノカルチャーの典型的な作物です。そしてこの種類の
トウモロコシは、その元々の原産国であるメキシコやアンデス地方で昔から伝統的に小規模生産
されている、何千にものぼる種類のいろいろとりどりのトウモロコシとは全くちがうものになって
しまっています。私たちが目にする今のトウモロコシは、常に真っ黄色で同じ形と重さをしていて、同じよ
うな高さの植物からなっています。このハイブリッドコーンはほとんどが遺伝子組換えされたもので工業的
な生産方法で育てられているので、私たちの体への健康被害はもちろん、環境にも大きな被害を与え
ています。

私たちの健康被害に関して言えば、工業的に作られた食品の過剰摂取は、肥満や糖尿病（タイプB）、
ガンや心臓病などになるリスクを高めてしまっています。特に砂糖は人間の健康の一番の宿敵とされて
います。砂糖の変わりに使用される高果糖シロップもこうしたトウモロコシが原料となっています。砂糖
よりも安く生産できるため、この３０年間で世界で一番多く使われる甘味料となっています。

トウモロコシ生産の世界
世界のトウモロコシ産地
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しかし、こうした話はトウモロコシに限ったことではありません。私たちが大量に買っているものの中で他には
どんなものがあるでしょうか。その消費行動がどういう意味を持つのか、一緒に考えてみましょう。

例えば、ステーキ。世界中での肉類の消費量は、年々増加しています。その増加はアンバランスな食生活か
らくるところが大きく、こうした持続可能でない消費行動は環境に甚大なコストを与えています。工業的な
方法を取ると、１キロあたりの牛肉を生産するために、平均約36.4キロのCO2が大気に排出さ

れ、1万5千リットルの水、７キロの植物性のえさが必要となります。実は地球上
のグリーンハウスガスの排出量の約18%は畜産業界が排出しているものだとさ

れており、その割合は物流業界が占める割合よりも多いのです。西洋諸国が、
引き続き今のペースのまま肉類の消費を続け、その勢いにその他の発展途上国
が追いつこうとすれば、持続不可能なことは目に見えています。なぜなら、こう
した肉類の過剰消費は、工業的な農園での動物たちの過酷な状態と

密接にリンクしているからです。

食べる肉の量を減らし、その代わりに質を

上げましょう。育てている畜産動物の健康

状態やえさに気を使っている畜産農家から

買いましょう。なるべくその土地で育ったも

のを買い、食料廃棄を減らすためにも、

あまり知られていない部位などを選択するこ

とにも挑戦しましょう。

買い物かご

例えば、エビ。あなたは食卓に並ぶエビが一体どこからきているのか考えたこ
とはあるでしょうか？多くの場合は、熱帯地から消えていて、とてつもなく過
酷な方法で漁獲されています。環境にかけている負荷を考えても、またそ
の漁獲方法を見ても、すでに限界を超えています。では、養殖されている
ものの方が環境に良いのでしょうか？決して、そうとは限りません。なぜな
ら、エビの養殖場を作るために毎年とてつもない勢いでマングローブの
森が破壊されており、その環境とそこで生計を立ててきた小規模生産者
たちに甚大なる影響を及ぼしているのです。

例えば、バナナ。現在、世界のバナナ市場は５つの巨大な多国籍企業が市場を
コントロールしています。彼らは、広大なプランテーションにバナナの木を植え、

大量の化学肥料や防虫剤などを撒き、また多くの場合が労働搾取を行っています。
そして収穫後、そのバナナたちは長い長い旅路を始めることとなります。まずは
船で海を渡り、陸に上がってからまた長い道のりを経て倉庫に辿り着くのですが、
こうしているうちに、バナナはそこから店に出荷されるまでに熟してしまうのです。
また、バナナにもいろんな種類のものがあります。でも、現在カヴェンディッシュ
という１種類のバナナが市場を独占していて、他の種類は完全に無視されてい
る状態と言えるでしょう。

バナナを買うときは、環境的にも社会的

にも持続可能な生産方法で作られた

オーガニックでフェアトレードのものを

買いましょう。

エビを食べるときは、そのエビが自分の

いる場所に一番近い海からきていること

を確認しましょう。
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例えば、お菓子や清涼飲料水。あなたが普段好んで
食べている工業製品のお菓子や清涼飲料水は、果たし
て一番良い選択でしょうか？ もしかしたらあなたは、
清 涼 飲 料 水 の 中には、肥 満の一 番の原 因であ
る高 果 糖コーンシロップや添 加 物 、着 色 料が多
く含まれていることを知らないのかもしれません。
また、工業的に作られたお菓子にはほぼ必ずと言っ
ていいほどパーム油が使用されていることを－。毎
年、広大な熱帯雨がパーム油農園を作るために切り

倒されています。

ほんのもう少し考え、ほんのもう少し時間をかけて、工

業的なお菓子をもう少し健康的なものに変えていきましょ

う。例えば、オーガニックの果物から絞られたジュースや

自家製のスムージー。パンやジャム、ケーキなども自家

製で作ってみる。なんて美味しそうだと思いませんか？

例えば、ゴミ。気をつけていないと、あなたが買い物かごをいっぱいに
しているとき、それは同時にゴミ箱をいっぱいにしていることになって
しまいます。一体どういうことでしょう？ペットボトルや過剰包装、
買っても食べなかった食品、さらには店頭にもでないままゴミ箱行き
になってしまっている、ほんの少しの傷があるリンゴや変わった形を

しているニンジン－。こうした食料廃棄のデータには恐ろしいものが
あります。毎年、北米とヨーロッパだけで、一人当たり200から300キロ

もの食料を廃棄していると言われるほどです。と同時に、世界中では
何千万人と言う人が飢えと戦っています。

買い物をするときは何を買うかに気を配り、季節のもので、

あなたの食卓にたどり着くまでに遠くからはるばる運ばれてき

たものではないものを選び、可能な限り、生産者から直接

買いましょう。自分で料理できるようになり、残り物をうまく

使って楽しめるようになりましょう
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多いと言えます。なぜなら、ラベルではこれらのことが省かれ
てしまっているからです。しかし、必ずしもすべてのラベルが
このようになっているわけではありません。例えば、スローフー
ドプレシディアで使われているNarrative Labelsでは、消
費者が意識的な選択ができるようにと、製造工程のあらゆ
る要素が説明されています。

自家栽培の喜び

自分で自分の食べ物を育て、作る、とはどういうことでしょうか？ 
それは食べ物の価値や、食料の無駄を防ぐことについて学ぶ
ことです。それは、私たちに食べ物を与えてくれる土地そのも
のとの関係性が生まれることです。それは、新鮮で栄養のあ
る美味しい野菜を食べることです。だからこそ、私たちは家
庭や学校、病院などで再び自家栽培を始める必要があるの

です。必要なのは、ほんの少しの土地、それがなくても、テラ
スや自宅のバルコニーでもいいのです。様々な果物や野菜、

豆類、ハーブ類、また薬草なども自家菜園で育てることができま
す。そこで大事になってくるのが、その地域にもっとも適した種類の

植物を選ぶこと、また地域の生産者と協力して土着の伝統的な種属の
種を選ぶこと。そして、自分の台所の生ゴミからコンポストを作り、土地を豊かに保つことが重要です。

スローフードは、世界中で自家菜園を作ることを促進しています。特に、学校に菜園をつくるプロジェクトは、
イタリアでは500箇所、アメリカでは300箇所作り、現在はアフリカで10,000箇所に菜園を作ることに取り
組んでいます。

販売者に質問をし、必要な情報を手に入れましょう。
生産者本人を知っていれば、彼らがどのような仕事を
しているのか質問しましょう。より詳細な情報を得るこ
とができる食品を選び、日々そうしたことに注意を払え
るようになりましょう。

食品表示ラベルを読みましょう

私たち消費者がより良い選択をする上で重要なツールとな
るのが、食品表示ラベルです。ラベルを上手に読めるよう
になると、より多くの情報を手に入れることができます。
ただし、ラベルを読めばその食品のことがすべてわかる
わけではありません。残念ながら、多くの場合は重要な
ことが隠されていたりします。例えば、チーズを例にとっ
てみましょう。チーズのラベルにはその材料（牛などの乳、
レネット、塩）と重さ、賞味期限と作られた場所が書かれ
ています。また、生乳から作られていることが表記されて
いないければ、加熱された乳から加工されていることが暗に
読み取れます。

では、これらの情報だけで、知るべきことのすべてがわかったでしょうか。「はい」と答える前にこれらの
質問について答えられるか考えてみましょう。例えば、どんな種類の乳から作られたのか。チーズが作ら
れたところと同じところで作られたのか、それともどこからか買っているのか、もしかして違う国から買って
いる。その地場の品種からなのか、それともより一般的なフレイザンなのか。どのような環境で育ってい
るのか。餌は何を食べて育てられているのか、牧草なのか工業的に作られた餌なのか。遺伝子組み換え
の餌？ 例えば培養液はどうか？ カビが生えないものなのか、それとも防腐剤や添加剤が加えられてい
る？ どのくらいの時間エイジングされているのか、そしてどこで？これらの質問は、答えられないことの方が
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