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豪州

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  保健高齢省（Department of Health and Ageing）
 国立保健医療研究評議会（National Health and Medical Research Council）

主な関係文書・資料 指針  Australian Dietary Guidelines （2013年）

フードガイド  Healthy eating（児童向け、成人向け、妊婦向け）

その他  Eat for Health Educator Guide - Information for nutrition educators
 Giving your baby the best start - Brochure

主要リンク The Guidelines：https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines

備考  最初の指針は1982年に発行。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines
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タイトル The Australian Dietary Guidelines

発行国・地域 豪州

発行年 2013年

発行主体 国立保健医療研究評議会（National Health and Medical Research Council）、保健高齢省（Department of Health and 
Ageing）

発行媒体 冊子

目次  Introduction
 Guideline 1: Achieve and maintain a healthy weight
 Guideline 2: Enjoy a wide variety of nutritious foods
 Guideline 3: Limit intake of foods containing saturated fat, added salt,  added sugars and alcohol
 Guideline 4: Encourage, support and promote breastfeeding
 Guideline 5: Food safety
 Appendices

A) Equity and the social determinants of health and nutrition status
B) Process report
C) History and timeline of Australian nutrition documents 
D) Questions for the literature review to underpin the revision of the dietary guidelines
E) Summary of evidence statements of negative associations and those of Grade D 
F) Evidence gradings used in the World Cancer Research Fund report
G) Food, nutrition and environmental sustainability
H) Assessing growth and healthy weight in infants, children and adolescents, and healthy weight in adults 135
I) Physical activity guidelines
J) Studies examining the health effects of intake of fruit and vegetables together
K) Alcohol and energy intake

（※）黄色ハイライトは環境の視点に関する言及がある箇所。



103

Australian Dietary Guidelines

取り上げられている
環境の視点・指標

 食品・飲料の質と量は人々の健康とウェルビーイング（良好状態）や社会・環境に重大なインパクトを与える。（p.1）
 環境負荷軽減のためにできる実践。（p.9）
 本ガイドラインに即した食品と飲料の購入と消費。
 過剰消費を避ける。
 食品廃棄の最小化。
 食品購入・保管・調理・廃棄の習慣への配慮。
 食品包装の最小化と再利用。

 過剰消費の回避（p.130）
 過剰消費の回避：過剰消費は天然資源の利用量増と環境負荷を引き起こす（食品や包装の廃棄を含む）。
 健康的な体重の維持：太りすぎは食品（エネルギー）摂取量がより大きい。BMI30 kg/m2の肥満者が40%を占める集団と、

肥満者が3.5%の集団を比較すると、前者は19%余計に食品からのエネルギー摂取を必要とする。

 健康と持続可能性のための食品選択：本ガイドラインに基づく食生活（栄養価の高い食品摂取と飽和脂肪酸が多く、砂糖・
塩が添加されている嗜好品の消費量を減らす）は健康によく、食品関連の環境負荷も軽減する。

 計画的な献立と買い物：計画的な献立と食品購入、及び料理のポーションを減らすことは過剰消費の回避につながる。買い
物前の計画（戸棚や冷蔵庫内の確認を含む）は経済的であり無駄による食品廃棄を削減できる。

 水とエネルギーの保全：持続可能な調理法について助言を求められたときは、健康の専門家は、水の保全やエネルギー効
率の高い器機の利用の促進や、調理時の天然資源使用量の削減に資するコツを提供すること。

 食品廃棄と食の安全性（p.130）
 適切な食品保管：食品廃棄削減は食品関連の環境負荷を軽減するとともに家計にも恩恵がある。食品廃棄は購入した食品

の約10%に及ぶ。適切に食品を保管すれば天然資源の不要な使用と悪化を防ぐことができる。
 食品を適切に廃棄する：廃棄される食品の堆肥化。コンポスト用容器やウォームファーム（worm farm）、鶏囲い（chicken 

run）の利用。
 食品の安全な保管：温度管理などにより食品を安全に保存し廃棄を防ぐ。消費期限（use-by date）と賞味期限（best-before 

date）の日付を参照する。

 適切な包装と再利用をする食品を選択する：過剰包装は天然資源をより使用する。ペットボトル詰めの水より水道水を飲む、
生分解性または再利用可能な包装を選択し埋め立てられるゴミの量を減らす。

 旬の食品を選ぶ（p.130）
 旬の果物や野菜を食べる：旬の食品を選ぶことで、加工や流通、貯蔵による食品供給への圧力を減らすことができる。ただ

し、どの食品が旬であるかや通年生産食品を避けることによる弊害については健康の専門家に助言を求めること。
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環境の視点・指標に
関して参照している資
料やエビデンス

 豪州の文脈に即したエビデンス充実化の必要性（p.131）
 フードシステムと持続可能性、及び健康の多面的関係に関するエビデンスは増えているが、これらのエビデンスを豪州の文

脈に当てはめる場合、依然としてギャップがあるとの指摘あり。

URL https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/content/n55_australian_dietary_guidelines.pdf

https://www.eatforhealth.gov.au/sites/default/files/content/n55_australian_dietary_guidelines.pdf
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（出所） （左図表）Australian Dietary Guidelines, 2013, p.132より転載；（右図表）左図表に基
づきMURC作成。

【フードシステムによる環境への影響】

段階 インプット インパクト

一次生産 土地、土壌、廃棄物、
水、パッケージ、有機
性廃棄物

土壌流出、汚染物の
流出、GHG、廃水有

機性廃棄物、生息地
の喪失

加工・パッケージ 水、エネルギー、化学
洗浄剤、保存料、添
加物、冷媒、紙、段
ボール、プラスチック、
ガラス、金属

廃水、食物残渣、一
般廃棄物（solid 
waste）、GHG、大気
排出物

小売・流通 エネルギー、冷媒、
パッケージ

GHG、大気排出物、
一般廃棄物

ケータリング・
フードサービス

水、冷媒、エネルギー、
パッケージ

廃水、GHG、大気排
出物、一般廃棄物

消費 水、冷媒、エネルギー、
パッケージ

廃水、GHG、大気排
出物、一般廃棄物

廃棄管理 土地利用、土壌、水、
飼料、ホルモン、殺虫
剤、除草剤、エネル
ギー

埋立、バイオフィル
（biofill）、GHG、廃水、

生息地の喪失、大気
排出物
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ブラジル

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  ブラジル保健省（Ministry of Health）
 サンパウロ大学栄養健康疫学研究センター（Center for Epidemiological Research in Nutrition and Health of the 

University of São Paulo: NUPENS/USP）
 汎米保健機構ブラジル事務所（Brazilian Pan American Health Organization Office: PAHO/Brazil）

主な関係文書・資料
（注1）

指針  Dietary Guidelines for the Brazilian Population 2014 （ポルトガル語：Guia alimentar para a 
população brasileira 2014）

フードガイド（注2） －

その他 －

主要リンク（注1） －

備考  指針は、NUPENS/USP及びPAHO/Brazilの協力を得てブラジル保健省が作成。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。
（注1）本事業では英語文献を中心に調査を実施（ポルトガル語文書・資料・ウェブサイトは省略）。
（注2）FAOによるとブラジルではフードガイドは作成されていない。FAO website, https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/brazil/en/. 

https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/brazil/en/
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タイトル Dietary Guidelines for the Brazilian Population

発行国・地域 ブラジル

発行年 2015年（ポルトガル語版と同内容であるが、英語版の発行年は2015年）

発行主体 ブラジル保健省（Ministry of Health）

発行媒体 冊子

目次  Preface
 Preamble
 Introduction
 Chapter 1. Principles
 Diet is more than intake of nutrients
 Dietary recommendations need to be tuned to their times
 Healthy diets derive from socially and environmentally sustainable food systems
 Different sources of knowledge inform sound dietary advice
 Dietary guidelines broaden autonomy in food choices

 Chapter 2. Choosing foods
 Natural or minimally processed foods
 Oils, fats, salt and sugar
 Processed foods
 Ultra-processed foods
 The Golden rule

 Chapter 3. From foods to meals
 Chapter 4. Modes of eating
 Chapter 5. Understanding and overcoming obstacles
 Ten steps to healthy diets
 How to know more
 Annex A – Process of elaboration of the newedition of the “Dietary Guidelines for the Brazilian Population”

（※）黄色ハイライトは環境の視点に関する言及がある箇所。



108

Dietary Guidelines for the Brazilian Population

取り上げられている
環境の視点・指標

 「食事ガイドライン（Dietary Guidelines for the Brazilian Population）」の5原則のうちの一つに「社会的・環境的に持続可能な
フードシステムに由来する健康的な食事」が掲げられている（他の4原則は、「食事は栄養摂取以上のもの」、「食の提案は時

代に即したものでなければならない」、「多様な知識が健全な食のアドバイスを提供する」、「食事ガイドラインは食の選択の自
律性を拡大する」）。その中では、食事を推奨する際は、食料の生産や流通方法が社会正義と環境面での完全さ
（environmental integrity）に与える影響を考慮しなければならないとする。（p.23）

 環境の持続可能性に影響する因子（p.19）
 土壌保全
 有機／合成肥料
 伝統的な種子による作付け／遺伝子組み換え種子
 病害虫等の生物学的コントロール／化学的コントロール
 粗放畜産／集約畜産
 抗生物質の使用量
 廃棄物・残渣の製造・処理
 森林・生物多様性の保全
 食品加工の程度
 生産者と消費者の距離
 輸送
 水・エネルギー使用量

 食料の生産と流通手段の変化によって富の平等な配分、農家の自律性、雇用創出と所得機会、天然資源と生物多様性の保
護、安全で健康な食品の生産が危機にさらされている。（p.19）

 家族経営農や伝統的な農業技術及び土地管理、労働の集約的利用、多様な食品の間作と家畜の飼育、農家または地場企業
による少ない加工、地場の小規模業者による供給システムのほうが持続可能なフードシステムだが最近は力を失いつつある、
工業的システムのほうがより土地、集約的な技術、水と燃料の大量使用、化学農薬の使用、GMO食品、病害虫、長距離輸送
をもたらす。（p.19）

 天然または加工度が小さい食品は環境的に持続可能なフードシステムを支える。（p.26）
 コメ、豆類、トウモロコシ、キャッサバ、イモ類、野菜、果物による食生活は生物多様性を促進し環境負荷を軽減。（p.31）
 動物由来食品の消費減は温室効果ガスの排出削減や牧草地確保目的の森林伐採、及び水使用を減らす。（p.31）
 超加工食品（Ultra-Processed Foods: UPF）の製造、流通、販売、消費は、文化や社会生活、環境を損ねる。UPFには安価な

油や砂糖、その他原材料が必要なため、モノカルチャーや輸出作物生産をする農家を生む。原材料の集約的生産は農薬や化
学肥料、水への依存・大量使用につながる。また、UPFの輸送は長距離になることが多く、枯渇性資源を消費し汚染物質を発
生させる。UPFの生産と消費は大量の廃棄とゴミを生み出す。UPFは地球の存続に対する深刻な脅威。（pp.39, 44-45）
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取り上げられている
環境の視点・指標

 有機野菜や農業生態的（agro-ecological）に生産された野菜は風味豊かであることに加えて、環境を保護する生産方法によっ
て生産されている。（p.74）

 環境保護のためには、ガラスのコップなど使い捨てでない容器を使用すること。外出時は水を入れた水筒を持参。（p.86）
 多種多様で植物由来の天然または加工度が小さい食品は、栄養バランスが良く、美味しく、文化的に適切で、社会的及び環境

的に持続可能なフードシステムを支えるている。（p.125）

環境の視点・指標に
関して参照している資
料やエビデンス

 超加工食品（Ultra-Processed Foods: UPF）の摂取を控える
 PETRINI, C. Slow Food: princípios da nova gastronomia. São Paulo: Senac, 2009（UPFの悪影響に関する論文）

 動物由来食品の摂取を控える
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. World Livestock 2011: Livestock in 

food security. Rome, 2011
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Livestock’s long shadow: 

environmental issues and options. Rome, 2006
 農薬使用
 CARNEIRO, F. F. et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: 

ABRASCO, 2012. Parte 1（ブラジルにおける農薬使用量の増加と環境や人々の汚染に関する調査書）

URL https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dietary_guidelines_brazilian_population.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dietary_guidelines_brazilian_population.pdf
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ドイツ

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  連邦食糧・農業省（Federal Ministry of Food and Agriculture）
 ドイツ栄養協会（Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.：DGE）

主な関係文書・資料 指針  Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE（健全な食事のためのドイツ栄養協会
による10の指針、2017年）

フードガイド  DGE-Ernährungskreis（ドイツ栄養協会の栄養サークル）

その他  Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide（ドイツ栄養協会の三次元食品ピラミッド）

主要リンク  Vollwertige Ernährung（健康的な食事）：https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/

備考  最初の指針は1956年に発行。
 指針はドイツ栄養協会（協会の概要は次ページ参照）が作成し、連邦食糧・農業省が承認。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/


111

Ten guidelines of the German Nutrition Society for a wholesome diet

タイトル Ten guidelines of the German Nutrition Society for a wholesome diet 
(Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE： 健全な食事のためのドイツ栄養協会による10の指針).

発行国・地域 ドイツ

発行年 2017年

発行主体 ドイツ栄養協会（Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.：DGE）
 ドイツ栄養協会は、1953年に設立された公益団体で、栄養科学に関してドイツを代表する独立の学術団体である。2008年に

は連邦食糧・農業省（BMEL）と連邦保健省（BMG）によるイニシアチブIN FORM（国民の健全な食生活と運動を促進するため
のプロジェクト）のパートナーになるなど、食品に関わる連邦政府の取組みに協力している。

発行媒体 ウェブページ

目次  Vollwertige Ernährung（健全な栄養）
 Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE（DGEの10の指針に従い健康的に飲食する）

1. 食物の多様性を楽しむ
2. 野菜と果実－毎日5種類を食べる
3. 全粒穀物を選ぶ
4. 動物性食品により食品の選択を補う
5. 健康を促進する脂肪を利用する
6. 砂糖と塩を減らす
7. 水を飲むのが一番
8. 大事に調理する
9. 注意深く食べて味わう
10.体重に注意し、運動を続ける

 DGE-Ernährungskreis（DGEの栄養サークル）
 Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide（DGEの三次元食品ピラミッド）
 5 am Tag（一日で5サーブ）

※ドイツ栄養協会ウェブページ（https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/）の階層構成。

（※）黄色ハイライトは環境の視点に関する言及があり、本調査で取り上げる箇所。
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取り上げられている
環境の視点・指標

 植物由来食品をより摂取する

 食品の多様性を楽しみ、様々な食品を食べる。主として植物性食品を選ぶ。植物性食品は、動物性食品よりも平均的に資
源の利用や温室効果ガスの排出が少ない。（指針1、2）

 肉の摂取を控える
 肉を食べる場合、1週間当たり300～600ｇ以上は食べない。（指針4）

 旬の食品をより摂取する、地産地消
 各地域で収穫期に採れた野菜や果物を食べる。（指針2）

 持続可能な食品をより摂取する
 動物性食品を減らし、植物性食品を摂取する。水道水を利用する。（指針2、4）
 パームオイルを含む食品を買うときは環境に配慮して栽培された製品を選ぶべきである。（指針5）

 水産資源の持続的利用や環境に配慮して漁獲・養殖された魚を選択する
 MSC認証を受けた魚など、持続可能な漁業からの魚を食べる。（p.4)

 エネルギーバランス上十分なカロリーの摂取にとどめる、健康的な体重の維持
 体重に注意し、運動を続ける。（指針10）

 多様な食品を摂取する。
 多様な食品を楽しみ、植物性の食品を摂取する。（指針1）

 より少ない化学肥料
 可能であれば、有機認証を受けた食品を購入する。（指針1）

 温室効果ガス削減
 植物性食品は、動物性食品よりも温室効果ガス排出が少ない。（指針1、3、4）

 食品廃棄物の削減
 食品を無駄にすることは、栽培、加工、梱包、輸送のための貴重な資源を無駄にする。（指針9）
 賞味期限を過ぎた食品を捨てる時は、直接捨てずに、まだ食べられるかどうか確かめる。（指針9）

 水道の水を飲む
 水道水を飲めば、ミネラルウォーターに比べて包装・輸送が不要になる。（指針7）

 調理時のエネルギー有効利用
 電磁プレートの余熱利用、鍋に蓋をする。（指針8)

 食品購入時の自転車・徒歩の利用
 食品購入時に自転車・徒歩を利用するのは、環境面で自動車の良い代替法である。（指針10）

Ten guidelines of the German Nutrition Society for a wholesome diet
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環境の視点・指標に
関して参照している資
料やエビデンス

 ドイツ栄養協会では、指針策定に当たって以下のような資料を参照
 連邦食糧・農業省報告書「Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen 

Ernährung und Holzverwendung November 2016 (農林業および川下の食品・木材利用分野における気候変動防

止）」
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/Klimaschutzgutachten_2016.pdf
?__blob=publicationFile&v=3

URL  WEB版：https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/
 PDF版：https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/10-Regeln-der-DGE.pdf

Ten guidelines of the German Nutrition Society for a wholesome diet

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/Klimaschutzgutachten_2016.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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■連邦食糧・農業省による展示スペース

 ドイツのフードガイドの作成主体はドイツ栄養協
会（DGE)であるが、連邦食糧・農業省（BMEL)も
フードガイドの普及を支援している。

 2021年7月、BMELは食に関する展示スペース
（Checkpoint Ernährung）「食品チェックポイント」
をベルリンに開設した。

 「食品チェックポイント」では、以下のようなテーマ
でインタラクティブな展示が行なわれている。

 ドイツ人の食生活の現状

 健康な食生活

 人と気候にとって持続可能な食生活

 BMELでは、食品ロス削減についてもキャンペー
ンを展開している。

連邦食糧・農業省が作成した
Checkpoint Ernährung
「食品チェックポイント」

のパンフレット

出所）連邦食糧・農業省ウェブサイト（https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Flyer-Poster/flyer-checkpoint-
ernaehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=5）2021年12月21日アクセス
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■食品と気候変動の関係につい
ての学習教材

 連邦食糧・農業省では、食品と
気候変動に関する学習教材（冊
子）を作成している。

 「Was hat mein Essen mit dem 
Klima zu tun? 」(私の食事が気

候とどのように関係するか？）で
は、食品の生産、加工、輸送過
程でのCO2排出量等をデータに
より示している。

 あわせて、以下の食生活の秘訣
を紹介

1. 野菜、果実、ジャガイモを多く
食べ、肉や卵を減らす

2. バス・自動車の代わりに徒歩
で買物

3. 食品を捨てるのは悪臭の原因
かつお金の無駄

4. 地元が一番の選択肢だから、
食品の由来に注意する

5. 有機農産物を選ぶ

6. 露地栽培を優先して、旬の食
品を買う

 タイトル：「Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? 」私の食事が気候とどのように関係するか？

 第9,10学年または職業学校（日本の中学～高校に相当）向けの学習教材

 右のページでは、航空機（LKW）で輸入される食品のCO2排出量が陸上輸送、船舶に比べて大きいことが説明されている。

出所）連邦食糧・農業省ウェブサイト（https://www.ble-medienservice.de/3659/was-hat-mein-essen-mit-dem-klima-zu-tun）2021年12月21日アクセス
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