


Slow Food International - Director of Japan
Remi Ie 
スローフード国際本部　アジア局　日本ディレクター

伊江玲美

〒108-0074 東京都港区高輪 4-18-12

r.ie@slowfood.it 
www.slowfood.com
090-6486-0030

1976年東京出身。1991年宮澤内閣で北海道開発庁長官兼沖縄開発庁長官として入閣し
た元参議院 故伊江朝雄を祖父に持つ。2007年に三年間のスタンフォード大学 US -Asia 

Management Center の来客研究員を終え、沖縄に持続可能な開発とコミュニティ・
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Slow Foodとは？



https://www.youtube.com/watch?v=Ds6u3Ip71nI&t=28s


WHO WE ARE：

スローフードは,社会構造のファスト化、ファストフードの席巻、地域の郷土料理の消滅、人々の食品に対する
興味の減退を危惧し、食べ物がどこから来て、どういう味で、私たちの食べ物の選択がどのように世界に影響
を与えるのかについて、より多くの人々が気づき、食を通じて自分たちの幸せな未来を共に築いていくことを
目的に1986年、北イタリアの小さな町ブラにおいて食運動家のカルロ・ペトリー二が設立したNPOです。

スローフード協会は周囲の生態系と調和する地域コミュニティの知恵を基礎にした農業こそが、特に世界の最
も貧しい地域において発展の可能性を持つ唯一の農業であると考えています。そして、伝統的かつ環境に配慮
した所品や原材料を守り、耕作法、加工法を維持し栽培種及び野生種の生物多様性の保護に努めています。
 
また、食べることは農業の一部であり、知識を持ち違いのわかる消費者は共生産者となります。
 私たちの理念は：

• 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。
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スローフードはどのようにイタリアで起こり、世界に広がったか？



7世界に広がるスローフードとは



8世界に広がるスローフードとは

牛・豚・鶏・七面鳥の消費量の推移



9世界に広がるスローフードとは

イタリアに危機到来と実感したのは
1986年にローマのPiazza di Spagna（スペイン広場） 

にマクドナルドが進出した時でした。



10世界に広がるスローフードとは

ワイン産地でもあるピエモンテの
Ciravegnaワイン業者は、利益を出そう

と、ワインに業務用アルコールを加え19人

の死者をも出す、事件を起こしました。

この事件はイタリアワインの輸出を1/3ま

で減少させ、大きな経済危機までももたら
しました。 

この事件とマクドナルドのイタリア進出を
きっかけにSlow Foodはお友達で美味しい

食事を囲みながら集う会から、伝統食を守
りながら生産者を応援していける協会を
1989年12月10日に発足しました。



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



WHAT WE PROVIDE：

–国際的な発表の場

–国際・国内連携

–同じ考えを持った人との出会い

–世界の食の情報が得れる

–食文化の啓蒙を通じて、社会に貢献できる

– 160カ国の支部と連携可能

–地域食材活性化に関われる

–異業種交流

–関係企業・自治体との交流

–次世代に向けて伝統食・在来種の継承

NETWORK：
　・コンヴィヴィウム：世界160カ国
　・会員数：100,000人
　・世界の食コミュニティ会議「テラ・マードレ」の開催
　・シェフズアラインアンス：600人の世界の料理人

EDUCATION：
　・University of Gastronomic Science 
　・味覚のワークショップ

DIVERSITY：
　・生物多様性のためのスローフード基金
　・TASTE OF ARK
　・PRESIDIO

＜会員のメリット＞



教育：　躾 福祉

生物多様性

環境問題

国際交流

政策・政治

農業・漁業

加工技術

経済・貿易

観光

宗教

歴史・文化

医療

工芸・芸術

地域コミュニティ



WHY JAPAN NEEDS SLOW FOOD?：

人口減少社会

＜日本が抱える課題＞

東日本大震災

成熟社会の到来

地域間の格差

2020年 東京オリンピック

＜日本のチャンス＞

日本食の国連無形文化財

＜スローフードが貢献できること＞

地方創生の活性化

日本食が国連の無形文化財になった今、以前より一層に日本の食文化が世界的に注目
されています。 また、オリンピックが2020年に開催されるため多くの地方自治体が食
文化の発信を試みています。しかし残念ながら、いま発信されている日本の食文化は
バブル時代に発信された内容と大幅被っており、日本食*(寿司、てんぷら、うどん、
ラーメンなど）は多くの国で日常となりました。よっていま求められているのはより
深い発酵文化であったり、在来種、山菜、昆虫食、海藻食や日本独特の農法（合鴨農
法、自然農法などです）。このような地域色が溢れる食文化の発信は、各地方自治体
と地元の市民団体と連携し情報収集し、海外の方々に伝えていくことが、結果観光・
商工などに反映し地域の活性化に繋がっていく道となります。

また、食文化の活性には食の担い手づくりが必要不可欠でありいかに次世代に継承す
るか、そしていかにいまの匠と若手がつながる場を作れるかにあると思います。多様
な立場にいる人々が集える場を作っていくのもSFの大きな役割だと感じており、国内
においてすでに39支部ある拠点を活性化し、さらに自治体、地域企業、大学、高校な
どと連携することによって多様な食文化の発信を国内外に発信していきたいと思って
います。



産 
生産者・産業者

民 
国民・NGO/NPO

学 
学者・学生・学校

スローフードが各セクターと連携し、横串をさす

若手の育成 
農業・漁業・料理人・職人

スローフードのプラットフォームを活用し 
国内外へ取り組みを発信

「日本の地方」に興味をもってもらい、
地方の循環型経済の向上を目指す。

官 
政治家・中央政府 
地方自治体

学生観光客 企業
海外



OBJECTIVES：

• コミュニティー経済の強化
地域の中でヒト・モノ・カネがうまく循環し、コミュニティと経済が再統合するような仕組み作り

• 人生前半の社会支援
若者のU/Iターンとも関連しますが、子供や若い世代に対する社会支援が日本に大きく負担しているのを踏まえ、こうした支援を小さいながらも各支

部が取り組むことができる

• 地域の伝統文化の重要性や再発見
地位の《祭り》や《文化》が活発な場所においては若者がその地域にとどまったり、Uターンしてくる割合が大きいという指摘があります。SFを通じ
て、地域の食文化の発信することで国内外から人々の関心を抱くことが可能となります。

• 都市と農村の持続可能な相互依存
それぞれの地域は孤立して存在するわけではない。国内の都市と農村が“持続可能な相互依存”の関係を築けるためには、《ローカル思考》をもった若
者の支援にみられるような、都市ー農村の新たな連携や《再分配》のシステムが求めれている。SFはそのシステムを作っていくインフラとして国内だ
けでなく、海外とも連携できるコンテンツとネットワークをもっている。





「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。 



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。 



• 海の環境を守ろう 
• 小魚&雑魚をもっと美味しく食べよう 
• 里海文化を発信しよう 
• 伝統漁法の発信 
• 漁師さんから海を学ぶ 
• 食べても良い魚、控えた方が良い魚を知る 

２年に一度、イタリアのジェノバでイベントが開催されています。



• 良質な肉を食べよう 
• 動物たちの育成環境を整えよう 
• 地域で生産されている肉を食べよう 
• 地域の畜産農家を支えよう 
• 多様な品種を食べよう 
• 頭からシッポまで食べよう 
• 色々な料理方法を学ぼう 

２年に一度、アメリカのデンバーで
イベントが開催されています。



• イタリアではSlow Wineを発信してい
るが、日本で伝統的な手法で生産され
ているお酒の情報発信 

• お酒の歴史、生産方法、お米の種類、
麹菌の種類など色々な角度から情報
発信 

日本独自のプロジェクトとして
本格的な始動準備をしています。



• 発酵食は未来食！ 
• 日本の発酵食品の多様性を世界発信 
• 生産者、生産方法、菌の種類、伝統、
伝統食など 

• 世界に誇る日本の発酵技術と今後の
可能性を発信 

→石川県などと協働し、発酵文
化の発信プロジェクトを進行さ
せています。



• Slow Food 青年部を世界の生産者と
ネットワーク化 

• 日本の素晴らしい食の技術を発信 

• 全国の若手生産者をネットワーク化し国
内外へ情報発信 

• 新しい食のコンセプトを作り上げるFood
アントレプレナーとして育成



• 2013年にはCarlo Petriniが「Improve 
Sustainability of Global Food Supply 
and tackle Food Waste 」への貢献が
評価され、UNEPよりUN Champion of 
the Earth Awardを受賞 

• Food Wasteに関しては最重要課題の一
つとして取り組んでおり、近年では
Disco SoupというYouth中心の運動を
世界で広げている。 

→タニコー株式会社と連携し、東
京や神戸で定期的に開催
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出店者数 
：合計100カ国から900件 
公表来場者数 
：トリノ市警発表の数字で100万人（５日間累計） 
ボランティアの数 
：1000人のボランティア、1000のホストファミリー 
各国代表の数 
：143カ国から約3000名



Terra Madre Salone del Gusto



Terra Madre Salone del Gusto 28

https://www.youtube.com/watch?v=rd5gzW4vj8o


Slow Foodがいちばん大切にしているものとは…



Slow Foodが大切にしているもの-食の生物多様性- 30

Food Bio-Diversity

生きものとのつながり 

私たちは、自分一人、ただ一種だけで生きていくことはできません。

多くの生命は他のたくさんの生物と直接かかわり、 
初めて生きていくことができるのです。



食の絶滅… 31

100年間の間で…  

* 75%の在来種は世界中で絶滅 
* 30%の家畜は絶滅寸前になっている 
* 毎月、６品種の家畜が絶滅している 
* 世界で食べられている食べ物は12種類の植物と５種類の動物から成り
立っている。 

* 300,000種類と言われる食用可能な植物のうち、人間が食べているのは
その4% = 150 ～200種類しかない。 

* 米、トウモロコシ、麦が総カロリーの60パーセント・タンパク質となっ
ている。 

Source: FAO. 1999b 



食の多様性 32

Food



生物多様性 33

Bio



民族、言語、習慣、信仰の多様性 34

Diversity



35食の生物多様性
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世界で食べられている食べ物は 
12種類の植物と 

５種類の動物から成り立っている

 • さとうきび 

 • トウモロコシ 

 • 米 

 • 麦 

 • ジャガイモ 

 • 大豆 

 • 豚 

 • 鶏 

 • 牛 

 • 羊 

 • ヤギ

 • キャッサバ 

 • トマト 

 • バナナ 

 • 玉ねぎ 

 • りんご 

 • ぶどう 

食の生物多様性
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「和食」の要素 = 食材 

• “食材” 四季があり様々な気候があり、黒潮があることで野菜、 
　　山野草、魚種が多く、地域性が豊か。 
• 同じ漁業大国でもあるノルウェーの漁業高の９割は８ 
　　種類の魚であるのに対して、日本は２８種類。 
• 日本の市場で流通する、野菜の数は150種類ほど。 

• 食べる海藻の数は50種類。 

• 日本人が認識ある魚は４２００種類、貝は６０００種類もある。 

食の生物多様性
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山野草 海藻 魚 肉 野菜 穀類昆虫

多様な食材

食の生物多様性



発信・継承 - 自然と共にある暮らし - 39

「和食」とは … 自然と共にある暮らし=日本文化 

「和食」には多様性がある 



スローフード運動が育てた 
ミレニアルズ世代



クラフトマンシップ　と　ミレニアル

「ミレニアルズ」 
（１９８０年～１９９０年代生まれの１６歳～３５歳を指す）」は世界の世代別人口の中
で最大勢力となっている。さらに、この年代の人々はこれから就職やキャリア・アップ、
昇進を通じて収入が増えていく可能性が高いため、これからの消費の伸びも期待されます。

41



クラフトマンシップとミレニアル

Rise of Artisanal Appeal - Goldman Sachs

https://www.youtube.com/watch?v=RQrwSGWMuXY


Slow Food Youth Networkとは？



SFYNとは？

主に30歳以下の「食」をテーマに活動している夢と志と行動力を
もった生産者・研究者・社会人・学生の集まり 

→世界40カ国にネットワークが存在 
→日本では東京を中心に神戸、京都、沖縄にグループ有 

→現在約50名のメンバーが活動中



SFYNとは？

Slow Food Youth Network 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。 

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。 

日本のSlow Food Youth Network は、2014年 に
発足。以来、大小のイベントを企画し、海外の
仲間とも連携しながら活動しています。  



https://vimeo.com/192166021


世界のSFYNメンバー

New Hampshire



活動例１ -  Disco Soup



活動例１ -  Disco Soup

食糧廃棄問題の啓発イベント 

捨てられてしまう予定だった食材を集
め、音楽と共に参加者とスープをつくっ
て配布、食料廃棄という問題に気づい
てもらうきっかけ作りのキャンペーン
です。 
2012年の1月にドイツのベルリンで始
まり、世界中のSFYNのネットワークを
中心に拡散しています。



https://vimeo.com/70976541


活動例２ - Food Film Festival



活動例２ - Food Film Festival

食を題材にした映画を集めた映画祭の
先駆け的存在 

オランダ・アムステルダムのSFYNのネッ
トワークを中心に2011年から毎年開催
しています。



活動例３ - We Feed The Planet



https://www.youtube.com/watch?v=7OmhKa6-qmk


活動例３ - We Feed The Planet

2015年にイタリアのミラノで開催された万博
に合わせて、世界中からユースネットワーク
のメンバーを中心に40歳以下の農業者・漁業
者・研究者・食のアクティビストが2000人が
集結しました。 

３日間の多岐にわたるテーマでのカンファレ
ンス・ハッカソン・ワークショップなどを開
催、最終日には万博会場のメインストリート
で、大規模なマーチングをおこないました。



https://www.youtube.com/watch?v=oKRAl7T_bWw
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Slow Foodの目的は…

世界にGastronomistを育てることです。



Gastronome/Gastronomist

“With its historical, anthropological, agricultural, economic, social and 
philosophical aspects, the science of gastronomy asks us to open our minds to the 

complexity of food systems, to think again about our own approach to our daily bread. It asks 
us to give food back its central role in our lives and the political agendas of those who govern. 

This also means returning to a respect for the earth, the source of all sustenance. And it 
means a return to a sense of community that seems almost lost. We are always members of 
at least three communities at once: local, national and global. As global citizens, yes, we are 
destroying the planet – its equilibrium, its ecosystems and its biodiversity. As local citizens, 

though, we can make our own choices, choices that influence everyone's future. By 
producing, distributing, choosing and eating food of real quality we can save the 

world” (Petrini in Walters, 2006). 

“Gastronomistとは… Food Systemを理解し、そして混乱しているこの
システムを改善することによってより良い地球環境を再構築していく人のことです。
食は日常にあり、すべてにつながっているメディアです。家族の関係、地域の関係、
自然との関係、アイデンティティーとの関係、経済の関係、政治の関係、そして次世
代との関係に直結している非常に大事なトピックであると私たちは考えています。




