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スローフードインターナショナル日本オフィスならびに日本スローフード協会、
アイヌ女性会議（メノコモシモシ*シは小文字）は、2017年よりアイヌ食文化の発
信と社会起業、それによるアイヌ民族全体のエンパワメントを図っています。 

この報告書は、プロジェクトの背景にあるアイヌ民族の現状についての知識や、
スローフードが世界的に行なっている先住民族とのプロジェクトについて、そし
て、これまでメノコモシモシとスローフードが行ってきた活動内容についてをま
とめています。
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・アイヌ民族とは、日本の北部の北海道、樺太、千島列島をアイヌモシリ（アイ
ヌの住む大地）として、固有の言語と文化を持ち、共通の経済生活を営み、独自
の歴史を築いた先住民族 

・１８５４ 年、日本政府は日露和親条約で北海道を日本領とし、アイヌモシリ全
土を無主地として一方的に領土に組み込み植民地化した。 

・アイヌ語の使用や独自の風習も禁止されるなど、民族独自の文化が抑圧された。
アイヌ民族は、民族としての存在や固有の文化を否定され、固有の言語を失い、
差別と偏見を基調にした同化政策によって民族の尊厳も失った。 

・１９９７年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及
び啓発に関する法律」が制定され、知識の普及と啓発を図るための施策が推進さ
れている。 

・日本政府は ２００８年に「アイヌ民族は先住民族である」と認めたが、現行の
アイヌ政策は文化的権利に偏重し、先住民族の本来持つ権利を総合的・体系的に
実現するものとはなっていない。 

・現在でもアイヌ民族は生活の場や手段を無くし、差別や貧困を余儀なくされ、
生活保護率は平均よりも１・４倍高い一方、大学進学率は１７・２ポイント低く、
生活環境、進学状況等に差別的状況がある。
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・スローフードインターナショナルは、絶滅しそうな食材やレシピ、小規模生産者
を守っていく様々な取り組みを行っているが、その対象の多くは固有な文化を持っ
ている先住民族である。 
・FAO（世界食糧機関）は、世界の食の多様性の70％を支えているのが小規模生産
者であり、そのうちの半数以上は少数民族＝先住民族であるという結果を示してい
る。 
・伝統的に様々な種の保存を行ってきた先住民族文化の価値を理解し、地球にとっ
ても好ましい食を楽しむことができる環境基準を促進、指示することで、世界中で
起きている気候変動に対応することができ、今後の人口増加に伴う食糧問題に対応
するヒントを得ることができる。 
・スローフードは、「ITM: Indigenous Terra Madre/先住民族テッラマードレ」と
称し、2011年にスウェーデンのヨックモック、2015年にインドのシーロンで世界
中の先住民族を集めた国際会議を行なっている。2020年に国立アイヌ博物館が白老
町にできるという好機に、「先住民族テッラマードレ」の日本開催を目指している。

過去の先住民族テッラマードレの様子をおさめた動画→　https://www.youtube.com/watch?v=bPGsTB0EEYw

https://www.youtube.com/watch?v=bPGsTB0EEYw
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・アイヌ女性は教育や雇用、DV等において困難に直面している。 
・アイヌ民族は非アイヌ住民に比べ、進学率、最終学歴ともに低い傾向にあるが、そ
のなかでもアイヌ女性の教育状況は悪く、現・札幌アイヌ協会が行った調査によると
最終学歴が中学校と答えたアイヌ女性は全体の約半数であった。中でも、特にアイヌ
女性が読み書きに不自由している率が高い。政府はアイヌ女性の状況や施策の必要性
を認識していない。 

・アイヌ女性は家庭内暴力被害にも苦しでいます。過去の調査では、全体の約３割の
アイヌ女性が、叩かれる、ものを投げられる、罵倒されるもしくは性交渉の強要等に
苦しんでいる、と答えている。 
・家庭内暴力被害について他者に相談したアイヌ女性の割合は非常に少なく、公的機
関・行政機関に相談へ行ったと回答したアイヌ女性はほとんどいない。それは、相談
窓口やカウンセラーがアイヌ民族の実態を十分に理解しておらず、二次被害を恐れ相
談にいくのを避けたためだと考えられる。相談先として最も多かったのは医師であ
り、診療が必要な段階に至るまで他者に相談できずにいるのが深刻な問題である。

以上のようなアイヌ ／アイヌ女性の現状があり、早急にアイヌ女性のエンパワメン
トが求められている。日本社会にアイヌ文化の正しい理解を発信、そしてアイヌ文化
を軸とした地域ビジネスをアイヌ女性が主体となって形成することが必要不可欠であ
る。また、政府が実行するアイヌ中小企業振興にて補助されている事業に、女性が司
る食の分野での支援は入っておらず、食の面からアイヌ民族をエンパワメントする仕
組みが存在していない。しかし、「食」を中心にしたアイヌ女性の独立したビジネス
を開発することは、ネガティブな議論をすることなく、権利を取り戻すことのできる
重要な社会インパクトを与える。
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民俗共生象徴空間についての資料 
→http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2016081600020/files/syoucyouver4.pdf

2020年に、北海道白老町ポロト湖畔に「民族共生象徴空間」がオープン予定。民
族共生象徴空間は、国立アイヌ民族博物館と国立民族共生公園の二つで構成され
る。アイヌの 歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解の促進を図るとともに、
将来へ向けてアイヌ文化の継承をより確実なものとし、新たなアイヌ文化の創造
及び発展に繋げていくための中心的な拠点、過去・現在・未来を通じた複合的意
義を 有する空間として整備されるものである2008年にアイヌ民族が先住民族とし
て日本政府に認められてから、2009年に民族共生象徴空間が政策として発足し、
2020年4月24日にオープンすることが決まった。 
このタイミングで、スローフードの世界中の先住民族コミュニティを集め先住民
族テッラマードレを開催し、アイヌ民族の国際社会でのプレゼンスを上げるととも
に、世界的な先住民族のネットワークもさらに広げていく狙いがある。

http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2016081600020/files/syoucyouver4.pdf
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Ainu Food Innovation
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世界先住民族会議 
INDIGENOUS TERRA MADRE 2020 開催 

@SHIRAOI

AINU FOOD FESTIVAL 2019  
@SAPPORO

AINU FOOD FESTIVAL 2018            
@ITALY - TERRA MADRE 2018

AINU FOOD FESTIVAL 2017 
@SAPPORO

2017年10月28、29日: 札幌アイヌ交流センター
にて一回目のAINU FOOD FESTIVALを開催、
規模最大200名。目的はアイヌ女性にアイヌ料
理に関心を持っている賛同者がいることを実感
してもらい、他民族に自分たちの食文化を発信
することに慣れてもらい、自信をつけること。

ITM実行委員会を通じ、2020年に向けて海外の
先住民族を招聘し、アイヌの食文化だけでなく、
近隣諸国の先住民族の食文化を共同で発信。

２年に一回イタリア・トリノで開催される世界
最大の食の祭典、TERRA MADREにて日本スロー
フード協会と一緒にブース出展。世界の人たち
に、アイヌの食文化をセミナー、物販販売にて
発信。2020年に招聘する、他国の先住民族との
ネットワーク構築も行い、2020年ITM実行委員
会を設立。

ITMを北海道にて開催することによって、アイ
ヌの人々が自らの文化を世界に発信することに
より、誇りを取り戻し、彼らが生産する持続可
能な伝統食の生産・観光ビジネスを通じ自立し
た経済基盤の構築必要性を発信する。

先住民族食文化セミナー@東京・札幌1月～10月↑

アイヌ食-商品化企業連携 - プロジェクト実施↑

先住民族食文化セミナー@東京・札幌1月～10月↑

アイヌ食商品化 ３社起業↑

2022年 
AINU FOOD INNOVATION LAB

ITMのネットワークを活用し、アイヌの人々が
生産する持続可能な伝統食の生産・観光ビジネ
スを創造するためのプラットフォーム「AINU 
FOOD INNOVATION LAB」を設立。アイヌ女
性・青年の起業支援やリーダーシップ育成を行
う。アイヌ文化と第一次産業を軸にした、サス
テナブル地域ビジネス事業を創造し、アイヌ民
族の経済的向上を図る、アントレプレナーシッ
プの推進を図るシンクタンクとしても機能。

今年・来年
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スローフードとメノコモシモシのコラボレーションのスタートとして、アイヌフー
ドフェスティバルを企画した。 

日時：2017年10月28日（前夜祭、クローズド）・10月29日（一般公開イベント） 
場所：サッポロピリカコタン（札幌市アイヌ文化交流センター） 
入場料：500円（その他ワークショップなど別料金） 
主催：「アイヌ女性会議」メノコモシモシ、一般社団法人日本スローフード協会、 
　　　一般社団法人スローフードインターナショナル日本オフィス 
協力：アイヌ・先住民族電影社 
来場者数：約600名
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＜イベントプログラム＞



14

＜前夜祭＞

イベント会場、ピリカコタンの外観

ピリカコタン内展示室 展示室内見学のようす

アイヌ集落を再現した屋外の敷地。 伝統の踊り、リムセを教わる。

アイヌの男性陣が執り仕切る、カムイノミ。 スローフードの参加者も民族衣装を着用

10月28日の前夜祭は、スローフードのイ
ベント企画側や、メノコモシモシの企画メ
ンバーで、学びと親睦を深めるために、
会場の視察や文化交流を行なった。夜に
は、ポロチセ（アイヌ語で大きい家とい
う意味の伝統家屋）の中で、イベント成
功祈願のカムイノミ（儀式）を行なった。
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＜イベント当日＞

受付

パネルディスカッション リムセ

伝統楽器と吹奏楽の演奏 アイヌ食材を使ったお菓子を販売　

特製アイヌ弁当は大人気、即完売 アイヌ文様のグッズも販売

当日は、予想を遥かに上回る、約600名の
来場者が札幌ピリカコタンに足を運んだ。
これは、ピリカコタン始まって以来史上
最多来場者数だった。イベントは、パネ
ルディスカッションや音楽・踊り、もち
ろん食事の販売や体験ワークショップな
ど、盛りだくさんな内容であった。
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様々なアイヌ料理を作る教室も、アイヌ
女性によって一日中開催されており、大
盛況であった。 
そのほかにも、食事だけでなく踊りや工
芸を教わるワークショップなど、多彩に
体験できるプログラムであった。



17

https://www.slowfood.com/first-edition-ainu-food-
festival-kicks-off-japan/

https://www.slowfood.com/rediscovering-food-
culture-ainu-people/

＜メディア掲載＞

スローフード掲載記事

https://www.slowfood.com/first-edition-ainu-food-festival-kicks-off-japan/
https://www.slowfood.com/first-edition-ainu-food-festival-kicks-off-japan/
https://www.slowfood.com/rediscovering-food-culture-ainu-people/
https://www.slowfood.com/rediscovering-food-culture-ainu-people/
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２年に一回イタリア・トリノで開催される世界最大の食の祭典、Terra Madre 
Salone del Gusto。2018年9月20日～25日に開催される際に、日本スローフード協
会と一緒にブース出展をめざす。世界の人たちに、アイヌの食文化をセミナー、物
販販売にて発信。2020年に招聘する、NEFSASやSlow Food Turtle Islandなど、他
国の先住民族とのネットワーク構築も行い、2020年Indigenous Terra Madre実行委
員会を設立することをめざす。
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・イベント全体来場者　100万人 
・出店者　100カ国から900出展 
・代表参列者　143カ国から7000名 

・1000のフードコミュニティや団体が参加 
・1000名のボランティアが参加 
・40以上の地域に150のホストファミリーと850個のベッドが提供 
・70名のシェフのプログラムを実施 
・170個のイタリアのプレシディアプロジェクト 
・140個の世界のプレシディアプロジェクト 

・カリニャーノ劇場のカンファレンスに累計5000名が参加 
・50の学級、計8000名の親子が180の教育プログラムに参加 
・全ての事前申込イベントが売り切れ（購入者の約60%がイタリア人以外の参加者） 
・約1000の大小イベントが、スローフードをはじめスポンサー、出展者、地元団体（博物館、
地域団体など）によって企画 
・エノテカで1000種のワイン提供 
・1600以上のBtoB会議が開催 

・54カ国、1284のメディア掲載 
・イタリア国内で1500のイベントレポート（プレス・ウェブ・ラジオ・テレビ） 
・イタリア国外で415のイベントレポート 
・892名のジャーナリストが参加（イタリアより568名、その他より324名、＋フォトグラ
ファー、ビデオグラファー） 
‒ イベントウェブサイトが40万ユーザー、61万6000セッション、190万ページビュー他達成
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