
スローフードは、全ての人が
自身の身体にとって、地球にとって、そして作っている人にとって

「良い」食べ物を享受できる世界を思い描いています

共に行動しましょう

www.slowfood.com

よりサステナブルで公正な食のために

より多くの生産者が
生産できるように

生物的・文化的
多様性の保全

 

より多くの市民が
選択できるように

 

教育・啓発
動員

 

より多くの企業や機関が
支援できるように

 

官民へのアドボカシー 

おいしい
きれい
ただしい食

 
 

私たちは３つの柱を中心に活動します
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AN URGENT CALL TO SLOW DOWN
スローダウンの緊急な呼びかけ

この文書の目的

導入と背景

 

行動を求める呼びかけ 

タイムライン 

ツール  

この文書は、私たちがより良い世界のために働きかけている活動
を体系化し、その影響を測定して活用することを、スローフード
ネットワークのあらゆるレベルの人々に呼びかけることを目的と
した手紙です。

世界は危機的状況にあります。これは、パンデミック以前から明らかでした。21世紀の
幕開け以来、私たちは20世紀的なスピード、効率、規模といった価値観のもとで屈して
きました。人類は、より多く、より速くを求めるあまり、生態系がそれに追いつけずに
押し戻されても、物理的な限界を認識することができなくなっています。不思議なのは
、COVID-19ウイルスが新しい状況を作り出していることです。

確かに、私たちは人との触れ合いを失い、友人と食べたり飲んだり、愛する人と抱き合
ったりする社会的な生活を送ることができなくなっています。しかし、徹底的にグロー
バル化された消費のリズムを支えるシステムもまた、仮死状態にあります。2020年は、
私たち人類が、これまで抱えていた社会の溝に向き合い、自問する大きな転機となりま
した。持てる者はますます富み、持たざる者はますます奪われる。このような構造的欠
陥から目をそらしてはなりません。寧ろ、これらの問題を提起する今の機会を逃しては
なりません。果たして、私たちの飽くなき消費意欲が、この危機の引き金となったので
しょうか。

大きなフードシステムに亀裂が入る一方で、小さなコミュニティの多くが持ち堪えてい
るのは、なぜでしょうか。私たちのネットワークを通じて、小さなコミュニティの強靭
さを示す例をたくさん目にしてきました。

もし現在の危機の原因が、私たちが世界的に食物を生産する方法に深く根ざしていると
すれば、希望ある未来を開花させるための種は、私たちと食物との関係の中にあるので
はないかということです。

この文書に含まれているアイデアは、2022年のスローフード世
界大会に先立って読まれ、議論されるべきものであり、スローフ
ード会議にて、私たちが次の10年に向けて取り組む正式な集団的
コミットメントとなるでしょう。

これはスローフード・ネットワークのあらゆるレベル（個人のメ
ンバーから支部、コミュニティ、テーマごとのワーキンググルー
プ、国内運営機関に至るまで）のためのツールです。活動をする
上で、目標を特定し設定するための共通ガイドラインです。
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国連の報告書は、2030年までに炭素排出量を45％削減しなければ、恐ろしいほどの規則性
をもって人類の文明は崩壊の危機に瀕すると述べています。生態系の破壊と劣化、生物多
様性の喪失、果てしない難民の流れ、（私たちの生活のあらゆる面で）民主主義的な制度
の弱体化、より少ない手により大きな権力が集中すること、増加する失業者数、そして飢
餓と肥満の矛盾的な存在...などの危機が、驚くほど明らかになりつつあります。この劇的
な状況は、無限の成長という幻想に基づいた、物理的に持続不可能であり、倫理的にも間
違っているシステムの症状です。スローフード宣言が30年前に私たちに警告していたよう
に、このシステムは私たちの生活を支配し、私たちを絶滅の危機に瀕した種にまで減少さ
せています。

成長がなければ、システムは崩壊する ー そういった考えによって、私たちは地球上に残
されたすべてのものを食い尽くしてしまうのです。これは、私たちの時代が抱える問題
です。

しかし、私たちはこの歴史的瞬間に立ち向かい、代替モデルを花開かせる準備ができてい
ます。私たちは、長い時間をかけて準備を整えてきました。スローフードの種は世界中に
蒔かれ、たくさんのプロジェクトやコミュニティ、リーダーが生れました。経験、多様な
アプローチ、相互交流を通じて、より良い世界を築くための方法を共に学ぶ場づくりをし
てきました。

私たち一人一人が、変化を生み出し、未来のための新しいモデルを開発する力を持ってい
ます。私たちは、他の人が受動的な消費者から自分の人生の主人公に変わるのを助けるこ
とができます。これらのことの一つ一つが、私たちが生きたい未来への一歩なのです。

私たちが強くなると、システムは反撃し、ますます攻撃的になります。幸いなことに、市
民社会の多くの人々が、私たちが望む未来を描くことに参加してくれています。 
絶望してはいけません、彼らは巨大ですが、私たちは大勢です。より切実な緊急性をもっ
て、スローフードは、すべての人が過去を理解し、未来を形作る機会を持てるような場所
を提供し続けます。

世界中に散らばった種はどうなたのでしょうか。周りを見渡してみてください。彼らは発
芽し、花を咲かせています。どこにいても、あなたは一人ではありません。私たちは皆、
地球規模のネットワークの一部なのです。生物多様性を守り、教育し、地球の隅々で声を
上げることは非常に重要ですが、その知見や経験を他者と交換し影響を与え、関係性を交
換することで本当の変化が起こります。
マニフェストは、「各自がそれぞれ自分のことだけやるのでは間に合わない」ということ
を思い出させてくれます。次の10年の重要な性質として、調和的に、平和的に、そして戦
略的に協力することが求められています。
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私たちが目指す世界

皆さんの貢献によって、今とは違う世界を想像することができます。私たちは、すべて
の人に「Good: おいしい」「Clean: きれい」「Fair: ただしい」食を保障するために、フー
ドシステムを変革することを目指しています。

私たちが思い描く未来では、レジリエンス（耐久力）のある生態系が私たちの生活と密
接に関わっています。誰もが、人々、文化、場所、食べ物、嗜好の多様性を尊重し、促
進します。フードシステムが変わるのは、私たちが変わるからです。

私たち一人一人が日々の活動の中で、すでに自分の望む世界の断片を経験しています。
たとえば、庭園は多世代学習のプラットフォームであり、生産者のコミュニティは消失
の危機に瀕して価値を失いつつある食材を、宝物に変化させることができます。ファー
マーズ・マーケットは都市と農村の世界を結びつけます。キャンペーンでは、食を利用
して、重要な社会問題や環境問題を発信しています。日々の食卓は、食との関係を再考
するための教育や行動の場となります。世界中で、実際に変化を起こしている素晴らし
いモデルがすでに存在しています。
私たちは、「食の喜び」と「正義の追求」を結びつけるという信念を持っています。喜
びを得る権利を保護し、幸福と人生そのものを商品化しようとする勢力から守る政策が
必要です。私たちは、環境的・社会的な逆境に直面してもレジリエンスのあるフードシ
ステムを構築する必要があります。そして、脆弱なものから優先的に取り組んでいく必
要があります。

なぜ食が戦略的なのか？ 食は、私たちの時代における究極の横断的な問題です。国連
の17の持続可能な開発目標（SDGs）を見渡してみれば、それぞれにおいて「食」が戦
略的な役割を果たしています。私たちが蓄積してきた知識を、地球の未来についての重
要な国際的対話の場に持ち込むとき、私たちはスローフードの精神も持ち込みます。
食料が気候危機や生態系の崩壊、その他の世界的な危機の原因であると同時に犠牲者で
あることを認識しなければなりません。
国連の持続可能な開発目標（SDG）と私たちの活動内容がリンクしていることからも言
えるのは、「私たちが直面している危機の文脈の中で、食は諸問題の原因である、犠牲
者である、というよりもむしろ、網羅的な解決策である」ということです。
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私たちは、ローカルなコミュニティのグローバルなネットワークです

世界のフードシステムが非常に複雑であることを考えれば、もちろん、単一の解決策は
存在しません。ですから私たちは、経済をより循環させ、世界をよりバランスのとれた
ものにするために、個人やコミュニティが実践する多くの情熱とアイデアを称え、祝福
します。

生物多様性
食文化の多様性
食料主権
食料安全保障
共有財産（コモンズ）の防衛
アグロエコロジー、持続可能性、土壌の再生と環境改善
食品生産における再生可能エネルギー
家族農業
コミュニティ漁業
アニマルウェルフェアと動物との倫理的な関係性
地域の食材
公平で距離が短かく、透明性のある食料生産・流通チェーン
異文化間、世代間、コミュニティ、科学的知識の交流
農村での生活
都市農業
社会的農業
健康と福祉
平等と環境・社会的公正
あなたの情熱がまだこのリストにない場合は、是非追加してください。

影響力と効果を高めるためには、努力の範囲を限定する必要はなく、より戦略的に行動
する必要があります。私たちのネットワークの指針となる原則は “act locally and think 
globally - 行動はローカルに、思考はグローバルに” です。

私たちは単なるネットワークではありません。私たちは日々、より良い形を模索し、学
び、自分たちの間でも、また周囲の世界との交流の中でも、尊重し信頼しあえる関係の
構築に努力を重ねています。

私たちが他の組織とは決定的に異なるのはこの点です。例えば、食の生物多様性へアプ
ローチの仕方を考えてみましょう。単に絶滅危惧種の食品をカタログ化するだけでは不
十分です。私たちは生物多様性を広め、それを日常的に守る人たちに託します。私たち
は育て、流通し、食べます。 これが私たちが"食べて守る"と宣言する理由です。
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戦略的な目標

30年以上にわたり、私たちのネットワークは160カ国に広がっています。スローフードの
ネットワークは地球上のほぼ全ての場所に存在していると言えます。私たちは手を取り
合いながら、大きなものによる制圧と小さなものの美しさという２つの現実の間を切り
抜けていく術を学んでいます。
私たちのシステムは、巨大な農産業システムに比べて弱いように見えるかもしれません
が、実際には強いのです。危機が拡大し激化しても、私たちのシステムはより回復力が
あるので、生き延びることができます。畑を耕し、仕事をし、教育を行い、料理をし、
身の回りのものを大切にしながらスローに暮らしている人たちに聞いてみてください。
彼らはより質の良い生活を送っています。それでもやはり、今目の前の課題にインパク
トを与えるためには、小さなものどうしがまとまり、より大きな信頼、集中、決意のも
と、次に述べる３つの柱のもと、コミットメント、行動を通じて、より広い世界とつな
がることが急務です。

通常の組織は、主に支援や検証をする対象としてコミュニティに目を向けます。スロー
フードでは、私たちこそがコミュニティなのです。私たちの多様な人間関係は 私たちが
どのように活動するかだけでなく、私たちが誰であるかを知ることができます。周りを
見回してみてください。誰が私たちと一緒にいますか？誰が欠けていますか？誰が活動
を牽引していますか？こうし観点で見た時、私たちはより知的に活動することができま
す。

私たちは、生命、自己決定、人権、個人の自由に対する敬意と愛情を標榜する組織で
す。私たちの基本理念は、すべての生き物に対する共感と、地球上のすべての人々、
特に最も弱い立場にある人々や、これらの世界的な危機の影響を特に受けている人々
との連帯です。私たちは、特に、多くの場合でシステム的な侵害の犠牲者となり、彼
らの重要な役割を主張することに苦労している、先住民コミュニティ、女性、若者と
共にあることを強調しています。

私たちは、食のシステムを変えるために、世界中から多様な声を集めることが基本的に
重要であると信じています。私たちは皆、日常的に行っていることを通して身につけた
スキルがあります。私たちは、農民、漁師、料理人、教育者、技術者、教員、ジャーナ
リスト、作家、活動家、そして消費者であり、多種多様な存在です。皆もれなく、より
良い食料システムを構築するための日々の決断に関わっています。スローフードは多様
性に富んだ、参加型ネットワークであり、それこそが強みです。



7

a.

b.

c.

生物多様性を守ると言う時、私たちは動植物の生物学的多様性にとどまらず、人と自然
との関係や、原材料をパンやチーズ、食肉加工品、お菓子などに加工する幾千もの技術
を生み出した伝統的な知識のことまでを考えます。私たちにとって生物多様性とは、目
に見えないものから始まり、土や食べ物に生命を与えているミクロの生物を含むもので
す。生物多様性は、人間社会の中で保全・向上されていくものであり、だからこそ、文
化の多様性を促進・保護することも欠かせないものなのです。

１. 生物的・文化的多様性の保全

目標
食と結びついた（地域の表現としての）生物多様性・文化多様性の遺産を調査・目録化
し、その遺産を守る人々を明らかにすること

生物多様性の保全や地域資源の管理を行う人々の活動を支援・促進すること
例）
動物福祉に配慮した酪農畜産やアグロエコロジー/持続可能な農業を実践している人
海、川、湖の資源を乱獲することなく管理する人
単一栽培や集約農業の普及や、一部の人間への権力集中を止める農業モデルを推進する人

「農場から食卓まで」の食をもたらすために働く人々と消費者との間に対話と交流の機
会（商業的なものもそうでないものも）を作ること
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実際に五感で感じたり手足を動かしたり、感覚を通して学んだ時、私たちは本当の意味
で理解することができます。その感動が個人を変え、コミュニティを形成していくので
す。そのようなアプローチでの教育は、単に一方通行に知識を伝える形ではなく、私た
ち一人ひとりが、教える側であると同時に学ぶ側でもあるような、関係性のある学習を
可能にします。そうした教育・啓発・動員活動を通じて、私たちは世界中のさまざまな
実践例、成功例を学び、推進し、地球の健康と私たち自身の健康との間の繋がりを可視
化していきます。

目標

フードシステムについての意識を高め、行動を変えるためのコミュニケーション用資
料を開発し、キャンペーンをおこなうこと

a.

広く一般に教育・研修活動や体験を設計、提供し、生産から消費、食品ロスに至るま
で、食品に関する知識を向上させ、人々の習慣や選択に影響を与えること

b.

食品セクターの専門家向けの教育・研修活動を設計、提供し、食品の生産、流通、マー
ケティング、消費、廃棄物管理においてポジティブな変化をもたらした人の活動に光を
当てること

c.

２.　教育・啓発・動員
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目標

スローフードは、私たちが住みたい世界を実現するためのアドボカシーを行います。官民
の両方を巻き込み、常に、どのようにより良い未来を実現できるか、誰と一緒に実現でき
るかを模索します。また、私たちだけで成し遂げられることではないということを理解す
ることも重要です。私たちは、工業的フードシステムの影響を最も強く受けている人々を
守るために、他団体や他セクターとのつながりを築きます。私たちは、垣根を超え、枠を
超え、共に、この活動を行わなければなりません。私たちは巨大な群衆になるのです。

a. 公的機関と民間のあらゆるレベルへのアドボカシーを通して、生産、流通、マーケテ
ィング、消費、および食品ロスの管理において公正で再生可能なシステムを支援する
政策とモデルを奨励すること

b. 公正で持続可能な政策への移行に必要な支持者（仲間）を増やすために、個人やコミ
ュニティに情報を提供すること

c. 同じような目標のために戦っている他の活動との協力関係を構築すること

３.　官民へのアドボカシー
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「おいしい、きれい、ただしい食を全ての人へ」を共に実現しましょう

私たちは共に、これら３つの目標への持続的なコミットメントを確実にするために、目
標を特定し、責任を持って取り組まなければなりません。重要な横断的な目的が出てく
る時には、慎重かつ柔軟に対応しなければなりません。課題のいくつかはすでに明確に
なっています。例えば、コミュニケーションの面では、私たちはより明確に、よりオー
プンにコミュニケーションをとらなければなりません。何と言っても、私たちは運動な
のですから。少し前までは、私たちはメンバーだけに向けて話していると思っていたか
もしれません。ですが今日では、より良い世界を作ることに関心を持っているより広い
サポーターやフォロワーのことも忘れてはなりません。そのためには、言語（ローカル
な言語も含む）の多様性を高めなければなりません。もう一つの横断的な問題は、資金
調達です。成長戦略を改善し、収入源を多様化しなければなりません。これらは、私た
ちが住みたい世界を実現するためのツールでもあります。

スローフード宣言に署名してから30年、世界は大きく変わりました。私たちの運動とメ
ッセージは、生活の少数派から中心へと移行してきました。1989年以降、世界の激動の
変化を乗り切ってきた農家、漁師、加工業者たちに聞いてみてください。世間の伝統的
な食品に対する良いイメージ、畑で働く人や市場や小さな店で食品を販売する人への尊
敬、そして農家や職人になりたい人のための機会は、すべて大きく、強くなっています
。私たちは本当にフードシステムを変えているのです！私たちが優先して取り組む３つ
の柱のそれぞれにおいて、引き続き明確なビジョンを念頭に置きながら、戦略性を強化
し、行動を発展させていきましょう。 

私たちは、伝統や多様性を育み、次世代のリーダーや未来のための解決策を支持する個
人やコミュニティから成る、広大で多様なネットワークです。私たちは単に、速度や規
模に置き去りにされている大勢の人々を代表しているだけではありません。私たち自身
がその大勢であり、私たちがこの食のムーブメントを作り上げています。

この文書は、協働への緊急の呼びかけです。そして何よりもまず第一に、これは私たち
自身がより効果的であるために、互いにコミットメントを決意し、集中できるようにす
るためのツールです。これから世界大会までの間に、私たちは集合し、測定可能な結果
を特定するためのミーティングを開きます。

連帯することで、私たちの食、地球、そして未来を守ることができるのです！
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