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Ⅱ．フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）
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フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）

まとめ
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フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）まとめ

※計画・指針等の環境の視点との関連性・・・「○」：記載されている環境の視点に関連／「△」：記載されている環境の視点に間接的に関連

※フードガイド追記の観点・・・【A】と【B】のいずれの観点からの追記が想定されるかを示す

※食品別の表示可能性・・・「○」：表示可能性あり／「△」：一部で表示可能性あり／「×」：表示可能性なし又は低い
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フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）まとめ

食生活指
針

みどりの
食料シス
テム戦略

【A】環境へ
の負荷、保
全回復効果
に関する定
量的提示

【B】持続可
能な環境の
実現に向け
た主に定性
的な啓発的
推奨

可能性 指標作成事例

有機農業
有機農作物、有機食品
（有機JASマーク等の
認証等の表示）

○ ○ △ ・有機JAS認証
・有機JASをはじめとした認証制度の認知向上
と選択の推奨。

・有機農業は一般的に環境への負荷が低いと認識されているが、単収の低
さに起因して農地面積の拡大に繋がるという可能性も指摘されている。

生態系（生態
系に配慮した
生産・資源管
理）

生態系や生物多様性に
配慮した生産・資源管
理を実施した認証等の
表示・コミュニケー
ション

○ ○

△
（事業者側
により一部
食品・商品
のみ可能）

・有機JAS認証、MSC認証、
ASC認証、MEL認証など

・認証商品の選択推奨＋信頼性のある認証マー
クの例示。
・各地域での生態系に配慮した生産・資源管理
に係る産物・商品等への関心喚起・応援推奨＋
先進事例例示。

・消費者が容易に認証商品等を選択できる環境の整備。
・食品へのアクセス（買い物弱者問題）への留意。
・情報開示・コミュニケーションには様々な水準のものがあり消費者のリ
テラシーも必要。

食品ロスと廃
棄物

消費者がとることので
きる、食品ロス・食品
廃棄物量が少ない食生
活行動

○ ○ 〇 × -

・食品ロス・食品廃棄物の概念、およびその発
生状況（発生量等、前頁に記載）を示すと共
に、食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動
の例を紹介。

・食品ロス削減への意識が食品の過剰摂取や偏食に繋がらないよう、適量
摂取や栄養バランスの確保が前提であることを周知する必要がある。

産地、風土の
特性

食に関わるなんらかの
地域的特性（例：地元
産の産物、在来品種の
作物、郷土料理、等）

○ ○ ○

△
（事業者側
により一部
食品・商品
のみ可能）

・店頭での産地、品種、料理
名等の表示

・地域の特色ある食品、料理の取り入れの推奨
＋その背景や産地や風土情報（調理法を含む）
に触れることを推奨＋具体的行動例示（地産地
消、旬産旬消、伝統野菜の取り入れ等）。

・地元産や在来品種、郷土料理の選択自体が、環境に直接の影響・効果を
もたらすものではない。
・消費者の想像力や理解の醸成から食の持続可能性に関わるレジリエンス
を高める意義がある。

ガイド・表現のオプション（例） 検討課題・留意点、備考
テーマ
（視点）

指標

計画・指針等の環
境の視点との関連

性

フードガイド追記
の観点

食品別の表示可能性

※計画・指針等の環境の視点との関連性・・・「○」：記載されている環境の視点に関連／「△」：記載されている環境の視点に間接的に関連

※フードガイド追記の観点・・・【A】と【B】のいずれの観点からの追記が想定されるかを示す

※食品別の表示可能性・・・「○」：表示可能性あり／「△」：一部で表示可能性あり／「×」：表示可能性なし又は低い
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１．大気（ＧHG排出量）
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大気（GHG排出量）

①指標の概要

 主な温室効果ガスは、CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3の7ガスである。

 パリ協定では、産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える努力を追求するという目的が設定され、そ

の実現のため、排出ピークをできるだけ早期に迎え今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランス（ネットゼロ）を達成する
ことを目標としている。

 現在各国が公表している目標・政策では2℃目標の達成も難しいとみられており、抜本的な社会構造・ライフスタイルの変化を含めた、より
一層の削減・吸収源対策の実施が求められている状況である。なお、日本は2030年度に2013年度比で46%削減、2050年までにネットゼ
ロを目標としている。

 COP26の機会において、2030年までに世界のメタン排出量を2020年比で30%削減することを目指すグローバル・メタン・プレッジが立ち上
げられた。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）Emissions Gap Report 2021（国連環境計画（UNEP））
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大気（GHG排出量）

②消費者に示す意義

 IPCCの特別報告書「土地関係特別報告書」によると、世界の食料システム※関係のGHG排出量は世界全体のGHG排出量の21～37%を
占めているとされている。また、M.Crippa et al.（2021）でも世界の食料システム関係のGHG排出量は全体の約1/3を占めると推計されて
いる。従って、2050年のゼロエミッションを目指すうえで食分野での排出量削減の重要性は高いと言える。

※食料の生産、加工、流通、調理及び消費に関連するすべての要素（環境、人々、投入資源、プロセス、インフラ、組織等）及び活動、並びに世界レベルに
おける社会経済的及び環境面の成果を含む、これらの活動の成果

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）土地関係特別報告書（IPCC）

食に関する分野別のGHG排出量及び総排出量比

M.Crippa et al.（2021）：M.Crippa et al., Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions, 
Nature Food VOL 2, 198–209, 2021
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）

 「1.5℃ライフスタイル ―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―」（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES））では、日本人の食事に
伴うカーボンフットプリントは年間約1,400kgCO2eq.で、肉類が全体の23%を占め最も多く（下グラフの外側の円）、穀類が19%、乳製品が
13%で続くと推計している。

 1kgあたりの排出原単位で見ると、肉類が最も大きい。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（出典）1.5℃ライフスタイル―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―（IGES）

日本人の食に関連するカーボンフットプリントおよび物的消費量
の割合（2017年）

日本人の食に関連するカーボンフットプリントの内訳
（2017年）
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 Kanemoto et al.（2019）では、日本の家庭を対象に、カーボンフットプリントが高い世帯と低い世帯における食生活の違いを検証している。
欧米に比べ肉食が少ない日本においては世帯間で肉の消費量にあまり差がなく、世帯間のカーボンフットプリントの違いは野菜、魚、菓子、
酒類、外食の量に起因し、カーボンフットプリントの高い世帯ほどそれらの消費量及びカーボンフットプリントが大きいことが示されている。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

カーボンフットプリントの高い世帯と低い世帯の差異

Kanemoto et al.（2019）：Meat Consumption Does Not Explain Differences in Household Food Carbon Footprints in Japan, One Earth 1, 
464–471, December 20, 2019
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 Sugimoto et al.（2020）では日本人の食事を調査した結果、食事関連のGHG排出量の多い人は全体的に「日本人の食事摂取基準」の順守
が良好で、逆にGHG排出量が少ない人はGHG排出量の多い人に比べ「日本人の食事摂取基準」 の順守が良好ではないという結果であっ
た。特徴としては、GHG排出量が多いほどタンパク質源となる食品（牛肉、魚等）や野菜の摂取が多く、炭水化物（穀物等）や甘い飲料の摂取
が少ない。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

食事関連GHG排出量の四分位別食物摂取量

Sugimoto et al.（2020）：Association 
between diet-related greenhouse gas 
emissions and nutrient intake 
adequacy among Japanese adults, 
PLOS ONE, October 23, 2020



23

大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 農林水産省では現在、「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」を開催し、フードサプライチェーン
全体での脱炭素化を目指し、農業者等の脱炭素の努力・工夫の可視化を進めようとしている。

 検討会では消費者に対するGHG削減量の効果的な表示等が検討されている（下記参照）。この検討結果に基づき商品ごとにGHG削減量
を表示したカーボンフットプリントのラベルが付いていけば、消費者がGHG排出量を削減した商品を選択することが可能となる。

 なお、現在既に「エコリーフ環境ラベルプログラム」（https://ecoleaf-label.jp/）では、ライフサイクルアセスメント（LCA）でGHG排出量を算
定した製品を認定し、HPで紹介している。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

消費者向けのカーボンフットプリント情報の提供の方向性

農林水産省「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会(令和3年度第1回)」資料3-2

※TCFD：気候関連財務情報
開示タスクフォース
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大気（ＧHG排出量）

②調理方法

 津田（2009）では、調理方法によるCO2排出量の違いについて整理している。「茹でる」、「煮る」、「蒸す」など水を介して長時間行う調理は
「炒める」、「揚げる」などと比較してCO2排出量が多く、また、1人分を4回調理するより4人分を1回調理する方がCO2排出量は大幅に小さく
なることが示されている。さらに、和食は 「茹でる」、「煮る」、「蒸す」を多用することから、中国風、洋風に比べCO2排出量が大きいことが示
されている。

 三神（2012）では、同じ調理でも調理器具や具材の大きさなどの違いでCO2排出量に大きな違いがでることを示している。また、エコ・クッキ
ングに関する教育を行った場合におけるCO2削減効果についても実証している（教育前後で50％削減）。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（出典）津田（2009）

調理法の違いによるLC-CO2排出量

津田（2009）：津田淑江「食の関連課題の調理的視点からの研究」（日本調理科学会誌Vol. 42，No. 2，57～63（2009））
三上（2012）：三神彩子「環境に配慮した食生活「エコ・クッキング」が地球環境問題の改善に与える影響」（日本調理科学会誌 Vol. 45，No. 5，323～331（2012））

（出典）三神（2012）

モデル献立調理におけるCO2排出量削減効果
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大気（ＧHG排出量）

③地産地消・旬産旬消

 M.Crippa et al.（2021）によると、食料に関するGHGの大部分は生産段階で発生しており、輸送での排出は比較的小さい。排出量が大き
い食品では、輸送の影響が小さいことが別の研究でも示されており、GHG排出の観点からは輸送距離よりも食品選択の方が重要である
場合もある。

 しかし、作物によっては地産地消が有効な場合がある。白木（2010）ではキャベツとトマトについて、生産と輸送によるCO2排出量を季節ご
とに示している。キャベツのように輸送のCO2排出に占める割合が多い作物は、地産地消によりCO2が多く削減されることになる。一方で、
トマトのように輸送のCO2排出に占める割合が小さく、かつ季節で大きくCO2排出が異なる作物については、暖房を焚かない夏季の方が大
幅にCO2排出は少ない。

 従って、GHG削減の観点から作物や生産方法に応じて、地産地消・旬産旬消のそれぞれ有効な方を推していくことも重要であると考えら
れる。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

システム別のGHG排出量

出典：M.Crippa et al.（2021）

出典：白木（2006）

生産・輸送別のCO2排出量（左：キャベツ、右：トマト）

白木（2006）：白木ら「生産・流通を考慮した地産地消・旬産旬消によるCO2排出
量削減に関する研究」（環境システム研究論文集Vol.34,2006年）
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大気（ＧHG排出量）

①食パターン別

 「食事バランスガイド」の摂取の目安に基づいた場合とバランスが崩れた場合との比較など、バランスのとれた食事内容の方がGHG排出
量も低いことを示す。

※下図は各国や国際的な食事ガイドはGHG削減に寄与する（一番左の棒グラフ）という結果

 GHG排出量は、「1.5℃ライフスタイル」（IGES）や「産業連関表による環境負荷原単位データブック（3EID）」（国立環境研究所）など国内の
LCAベースのGHG排出原単位（食品1kgあたりのGHG排出量）を使用して行うことを想定する。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

各国のガイドや国際ガイドによるGHG等の環境負荷削減率

M Springmann et al.
（2020）：The healthiness 
and sustainability of 
national and global food
based dietary guidelines: 
modelling study
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大気（ＧHG排出量）
■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

②推奨行動

 GHG排出がより少ない食生活・行動について、エビデンスが存在するものを提示し、行動の実施を促していく。

（例）

 食品（生鮮品、加工食品等）の選択（GHG排出削減に配慮して生産される農林水産物の選択回数を増やす/等）

 GHG排出が少ない調理方法の選択（調理器具や具材の大きさを工夫する/等）

 GHG排出が少ない保存方法や調理量の選択（一度に作る量を多くする、保温保存は避ける/等）

 旬産旬消（冬にハウスで作られる作物の選択回数を減らす/等）

津田淑子「環境に配慮した食生活「エコ・クッキング」が地球環境問題の改善に与える影響」（日本調理科学会誌 Vol. 42，No. 2，57～63（2009））

調理量の違いによるCO2排出量（親子丼の例） 炊飯と保存方法の違いによるCO2排出量の変化
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大気（ＧHG排出量）

①データの粒度・使い方

 例えば国立環境研究所の「産業連関表による環境負荷原単位データブック」（3EID）などを使用すれば、既存研究よりもう少し細かい単位
（産業連関表の分類）でLCAのCO2排出量を提示することが可能である。また、「エコリーフ環境ラベルプログラム」では認定製品のカーボ
ンフットプリントを公開している。

 しかし、「GHG排出量削減に取り組んでいる商品の選択」などの啓発的なメッセージであれば、既存研究の分類でも十分と考えられる。何

の目的で定量的な情報を提供するかの検討が必要で、目的に応じて情報の粒度が変わってくるため、使い方や目的の検討がまずは必要
と考えられる。

■検討課題・留意点等

米 食肉
麦類 酪農品
いも類 その他の畜産食料品
豆類 冷凍魚介類
野菜 塩・干・くん製品
果実 水産びん・かん詰
砂糖原料作物 ねり製品
飲料用作物 その他の水産食料品
その他の食用耕種作物 精穀
酪農 製粉
肉用牛 めん類
豚 パン類
鶏卵 菓子類
肉鶏 農産保存食料品
その他の畜産 砂糖
特用林産物（狩猟業を含む。） でん粉
海面漁業 ぶどう糖・水あめ・異性化糖
海面養殖業 動植物油脂
内水面漁業・養殖業 調味料

冷凍調理食品
レトルト食品
そう菜・すし・弁当
その他の食料品
清酒
ビール類
ウイスキー類
その他の酒類
茶・コーヒー
清涼飲料

一次産品

加工品

産業連関表の分類（食料関係）



29

大気（ＧHG排出量）
■検討課題・留意点等

②情報発信の重点の置き方

 食に関するGHG排出量を下げるためには、食品選択だけではなく、同じ食品品目であってもGHG排出量削減に取り組んでいる商品の選

択を啓発したり、生産方法や調理方法、旬産旬消などの情報を発信していくことも重要である。様々な観点からのデータ・情報がある中で、
どのようなデータ・情報に重点を置くか情報発信のストーリーの検討も必要である。

 情報発信方法の1つの案として、フードガイドで示されている栄養バランスのよい食事について、環境に配慮した取組を行っている食品を
使った食事と、そうでない食事を比較してGHG排出量の差を見せ、環境に配慮した取組を行っている食品の選択を啓発するという打ち出
しをすることも考えられる。
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大気（ＧHG排出量）

③海外との比較

 日本国内向けのガイドラインであることから、肉食が多い各国に比べて食事を通じたGHG排出量が少ないことに言及は必要ないか。もしく
は、日本は食のGHG排出量が比較的低いことから、他国との比較をした上で継続を訴えていくのが良いか。

■検討課題・留意点等

出典：農林水産省「食料・農業・農村政策審議会企画部会（第94回）」参考資料2
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④フードガイドでの表現方法における検討課題

 「食事バランスガイド」の摂取の目安に基づいた食事がバランスが崩れた場合と比較し必ずしもGHG排出量が少ないとも限らない。また一
方で、GHG排出量を抑えることを優先し、食事の栄養バランスが悪くなったり摂取量が少なくなるのは望ましいことではない。従って、栄養
バランスや摂取量も考慮した上で比較方法を検討する必要がある。

 先述の想定されるガイド・表現のオプションでは、具体的な食品（生鮮品、加工食品等）のGHG排出量を示すという方向性ではないため、
実際に買い物をする際の選択のガイドにはなりにくい。しかし一方で、情報・データが多くても消費者が扱いきれない可能性も考えられるた
め、どの程度の情報・データを含めるかは要検討である。カーボンフットプリントのラベリングなど、外部の仕組みとの連携も考えられる
（カーボンフットプリントの表示については、農林水産省の進める実証やその先の普及の取組と十分に連携する必要）。

■検討課題・留意点等
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２．水（ウォーターフットプリント）
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 指標の概要／設定の考え方

 フードガイドにおいて食品（生鮮品、加工食品等）を選択する際の指標のひとつとして、食品の生産等において消費・汚染される水の
量（ウォーターフットプリント）を示すことが考えられる。

 ウォーターフットプリントとは、「製品の生産から廃棄・リサイクル等の段階を含むライフサイクル全体を対象とし、直接的・間接的に消
費・汚染された水の量を定量的に算定する」概念である。

- （例）1kg のリンゴの生産～廃棄過程においては、822リットルの水が消費・汚染等の環境影響を受けている。一方、牛肉1kgの生
産～廃棄過程でこうした環境影響を受ける水の量は15,145リットルである。

 ウォーターフットプリントの評価においては、【水資源枯渇（水の消費）】と【水質汚染（水質汚染物質の排出）】の 2 種類の影響が考慮
される。ただし、評価の目的に応じて、その片方のみが選択される場合もある。

 消費者に示す意義

 各食品のウォーターフットプリントを示すことで、消費者の水問題に対する意識を醸成するとともに、水資源の消費量・汚染量を意識
した食品の選択を促すことができると考えられる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）Water Footprint Network ウェブサイト（https://waterfootprint.org/en/）

https://waterfootprint.org/en/
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 （補足）本資料における「バーチャルウォーター」の扱いについて

「ウォーターフットプリント」に類似する概念として、「バーチャルウォーター」が挙げられる。下記の通り両者は「食品の生産に必要な水資
源の量を考察する」概念である点で共通している。

両者の差異は、輸出国（生産国）で実際に使用された水の量を算出するか、輸入国（需要国）で同様の食品を生産したと仮定した場合に消
費されていたであろう水の量を算出するかという点にあるが、下記の通り、有識者においても両者を同一視する場合がある。

近年においては、「ウォーターフットプリント」の用語を用いて同様の研究を行う例が多く見られるため、本資料においては特筆しない限り
「ウォーターフットプリント」について述べることとする。

＜「バーチャルウォーター」と「ウォーターフットプリント」の関係について＞

 「バーチャルウォーター」は、ロンドン大学のTony Allan教授が提唱した【輸入した食品（生鮮品、加工食品等）を消費国で生産してい
たとしたら、どれだけの水資源の消費が必要であったか】を示す概念である。（輸入国において消費されていたであろう水量を”仮
想”）

 しかし、【輸出国において食品の生産に要した水の量】という、よりわかりやすい概念（ウォーターフットプリント）が別の研究グループ
（Arjen Hoekstra氏ら）により提唱された結果、用語の混乱が生じ、有識者においても両者を区別しない場合が生まれた。

 いずれの概念も、食品の生産に必要な水資源の量を考える点では共通しており、推計の考え方は基本的に変わらない。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）沖 大幹, 近藤 剛, ウォーターフットプリントの現状と課題, 日本LCA学会誌, 2010, 6 巻, 3 号, p. 187-192
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＜算定方法＞

 ウォーターフットプリント評価においては、一般に、水消費原単位（製品重量に対する水消費・汚染量）に食品（生鮮品、加工食品等）の重
量を積算する手法を採用している。ただし、水消費原単位の求め方は研究主体によって多少異なる。

＜水消費原単位の求め方の例（穀物）＞

- Hoekstra and Hung(2002)～Chapagain and Hoekstra(2008)
全必要水量（穀物の1日当たりの蒸発数量×生育日数）と単位面積当たりの収量データから算定
穀物の1日あたりの蒸発数量は、可能蒸発散量に穀物の高さなどの補正を考慮する係数をかけて算出

- 沖（2003）等
1日の必要水量をイネについては15mm、その他の作物については4mmと定めたうえで、
Hoekstraらと同様に生育期間と単位面積あたりの収量から算定

■定量指標に関する算定方法・算定事例

（出典）沖 大幹, 近藤 剛, ウォーターフットプリントの現状と課題, 日本LCA学会誌, 2010, 6 巻, 3 号, p.189

水消費原単位の推計値（リットル/kg）
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■定量指標に関する算定方法・算定事例

＜算定事例＞

 ウォーターフットプリントの主要な算定事例としては、同概念の提唱者であるArjen Hoekstra氏らを中心とした研究チームが、
下記の製品に関する各国別の水消費原単位（例：単位重量ごとのウォーターフットプリント量）を公開している。

- 作物およびその加工品等（243品目）
※例：穀物・野菜（米、小麦、キャベツ、トマト）、各種加工品（小麦粉、カレー、ケチャップ）、非食品（ゴム）等

- 家畜、動物由来の製品、豆、ナッツ等（106品目）
※例：肉（牛・羊等）、肉加工品（ハム等）、乳製品（チーズ・ヨーグルト）、卵、非食品（生きた状態の家畜、皮等）

 環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）においては、特定のメーカーの商品について、ウォーターフットプリントの評価
手法を複数取り上げ、各考え方に基づいてウォーターフットプリント量を試算し、その結果を比較している。

- 評価手法により、「水利用可能性と水質劣化の両方を評価の対象とするか」、「水質劣化をどこまでブレイクダウンするか（富栄養
化・酸性化等）」、「どのように結果を表示するか」等が異なる

- 農作物・食料品分野の試算は、下記の4品目について行われた。

 うるち米・ピーマン（イオン株式会社）、MicVac調理品（肉じゃが・大日本印刷株式会社）、豚肉（日本ハム株式会社）

- 評価事例集から得られた示唆として、複数の評価手法について評価結果を比較したところ、評価結果が２桁異なるものが見られた
こと等から、算出の目的等にあわせた適切な手法の選択が重要であるとされた。

（出典）Water Footprint Network ウェブサイト（Product water footprint statistics）

（出典）環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）
環境省報道発表「ウォーターフットプリント算出事例集の公表について」（平成26年8月8日） https://www.env.go.jp/press/18475.html

（注）MicVac調理品は、同事例集（P.88）において、「専用のプラスチック容器に密封された、10℃で 30 日間程度保存可能な調理済み食品」とされている。

https://waterfootprint.org/en/resources/waterstat/product-water-footprint-statistics/
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①Water Footprint Network ウェブサイト（https://waterfootprint.org/en/）
 身近な食品（生鮮品、加工食品等）のウォーターフットプリント量（リットル／kg）およびその根拠となる文献を紹介（左下図）

 居住国・性別・肉の消費度合い・総年収等を記入することで1人あたりのウォーターフットプリント量（食品別）が概算される計算ツールを公
開（右下図）

 その他、食品別・国別のウォーターフットプリント量の統計データ等を紹介

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（参考）Water Footprint Networkは、ウォーターフットプリントの概念を提唱したHoekstra氏らが設立した国際NGOであり、ウォーターフットプリント
の算出方法の開発・算出結果の公開等を行っている。

同団体の開発した算出方法は、前頁で紹介した環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）や、WWFにおけるウォーターフットプ
リント量調査（https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4586.html）等において参照されている

リンゴのウォーターフットプリント 1人あたりウォーターフットプリントの計算ツール

「居住国：日本」、「性別：男性」、「肉の消費度合い：平均的
（average meat consumer）」、「総年収：＄200」と入力した
場合の計算結果は下記の通り（単位：㎥）

（注）「Others（その他）」には、野菜油、イモ類、砂糖・甘味料、
動物性脂肪、ナッツ等が含まれる

https://waterfootprint.org/en/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4586.html
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②環境省ウェブサイト「バーチャルウォーター」（https://www.env.go.jp/water/virtual_water/）
 バーチャルウォーター量の計算ツールを公開

 身近な食品（生鮮品、加工食品等）82品目について、食品の量を記入することでバーチャルウォーター量を自動計算できる「仮想水
計算機」を掲載（左下図）

- 畜産製品4品目、主食8品目、野菜31品目、果物14品目、乳製品5品目、調味料12品目、飲料6品目、その他（豆腐等）2品目

- 同ページは、東京大学生産技術研究所沖研究室による研究結果および UNESCO報告書を基に環境省が作成

 その他、身近な料理のバーチャルウォーター量の紹介（右下図）、バーチャルウォーターの概念を解説するWeb漫画等を掲載

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

仮想水計算機 身近な料理のバーチャルウォーター量の紹介

https://www.env.go.jp/water/virtual_water/
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 ウォーターフットプリントのフードガイドにおける紹介方法としては、主に下記の2種類が考えられる。
（①のみの採用、もしくは①＋②の採用を想定）

 ①ウォーターフットプリントの概念を紹介し、食品の生産～廃棄過程において水の消費・汚染が生じていることを周知

- 食品全般について、食品の食べ過ぎが水の過剰な消費・汚染に繋がることを周知できる

- 併せて、少数の食品のウォーターフットプリント量を紹介することで、同概念のイメージがしやすくなると考えられる
（例）「1kg のリンゴを生産してから廃棄するまでに、822リットルの水が消費または汚染されているという研究結果があります」等

 ②主要な複数の食品のウォーターフットプリントを比較できるように表示

- 同系統の食品（生鮮品、加工食品等）の中で、よりウォーターフットプリントの小さい食品の摂取を呼び掛けることができると考えら
れる

 （例）環境負荷低減に配慮して生産される農林水産物の摂取を推奨

- 別系統の食品のウォーターフットプリントを比較できるようにして示すことで、
比較的ウォーターフットプリントが小さいとされている食品の摂取を促すことができると考えられる

 ただし、「食事バランスガイド」に記載された、主食・副菜・主菜等の適切なバランスを保つことが前提である旨を示すべき
（ウォーターフットプリントを過剰に意識した結果、バランスが崩れてしまうことを防ぐ必要がある）

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション
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 ウォーターフットプリントの算出方法は複数存在し、採用する方法によって環境影響評価の結果は異なる。環境省「ウォーターフットプリント
算出事例集」（平成26年8月）においては、「水量と水質の統合化手法の相違によって評価結果が２桁異なるものも見られるなど、算出の目
的等にあわせた適切な手法の選択が重要である」ことが示唆された。

 ナッツ類は一般に健康に良いとされているが、生産する際に消費・汚染される水量が比較的多量である旨が指摘されている。したがって、
健康に良いとされる食品（生鮮品、加工食品等）であっても、品目によっては環境への負荷（水の消費・汚染量）の増加に繋がる可能性が
ある旨を考慮する必要がある。

 持続可能な食料システムによる健康な食事に関する「EAT-ランセット委員会」が発表した「The Planetary Health Diet」においては、
肉類の消費量を1日に14gまで抑制すべきとする前提の下、果物、野菜、ナッツ類等を摂取することを推奨している。

 一方、ナッツ類は豊富な栄養素（タンパク質等）を含んでいるところ、収穫量あたりの水の消費量は肉類に匹敵する場合があることが
指摘されている。

■検討課題・留意点等

ナッツ類 肉類

水
消
費
量

タ
ン
パ
ク
質
量

（出典）Davy Vanham, Mesfin M. Mekonnen, Arjen Y. Hoekstra,  Treenuts and groundnuts in the EAT-Lancet reference diet: Concerns regarding 
sustainable water use, Global Food Security, Volume 24, 2020
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