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オランダ

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・福祉・スポーツ省（Ministry of Health, Welfare and Sport）
 オランダ食品センター（Voedingscentrum： Netherlands Nutrition Centre)

主な関係文書・資料 指針  Guideline Wheel of Five （オランダ語：Richtlijnen Schijf van Vijf、2015年)

フードガイド  The Wheel of Five: Fact Sheet

その他  Mijn Eet-update（「私の食事のアップデート」。自分に合ったステップを選択。その後、目標を達成する
ために2週間メールボックスに無料のヒントが届く）

 Mijn Eetmeter（「私の食事の計量」。スマートフォンアプリケーションによるオンラインの食事記録日
記）

 ‘Kies Ik Gezond?’-app（「健康を選択している？」。食品を調べたり比較できるスマートフォンアプリ―
ケーション）

主要リンク Gezond eten（健康的な食事）：https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx

備考  最初の指針は1953年に発行。
 指針はスイス栄養協会（協会の概要は次ページ参照）が、保健・福祉・スポーツ省の委託に基づき作成。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Guideline Wheel of Five

タイトル Guideline Wheel of Five （オランダ語：Richtlijnen Schijf van Vijf）

発行国・地域 オランダ

発行年 2015年

発行主体 オランダ食品センター（Voedingscentrum： Netherlands Nutrition Centre)
 オランダ食品センターは、食品に関する科学的知識を市民に分かり易く伝えることを目的に設立された独立の団体であり、健

康で安全かつ持続可能な食品について様々な広報活動を実施している。

発行媒体 冊子

目次

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
 たくさんの果実と野菜を食べる（p.3)

 肉の摂取を控える、動物由来食品の摂取を控える
 肉を減らし、植物由来の食品をもっと食べる。（p.3)

 加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する
 加工肉、砂糖を多く含む飲料は、その消費を大幅に制限するか、できるだけ少なくする。（p.3)

 旬の食品をより摂取する、地産地消（ウェブサイト）
 持続可能な食品をより摂取する
 各食品グループの中で持続可能な選択をし、その際に環境ラベルに注意する。（報告書p.17）

■The Wheel of Five: Fact Sheetの項目
• 誰に関係するか
• どんな問題が含まれるか？
• 5要素の輪にしたがった食事
• 5要素の輪において推奨される毎日の摂取量
• 5要素の輪に含まれないものは何か？
• 多様かつバランスを保つ
• 5要素の輪で始める
• 未来を見つめる

■Guideline Wheel of Five
1．序論
2．5要素の輪の要約
3．5要素の輪の中に入る食品の根拠
4．5要素の輪の中に入る食品の推奨一日摂取量の根拠
5．5要素の輪の外側にある食品の根拠
6．フードチェーンの他の側面（持続可能性等）
7．ロゴマークとしての5要素の輪
8．文献
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取り上げられている
環境の視点・指標

 使い切るための適切・適量な食事メニュー／食品保存
 必要なだけ買い、できるだけ少なく消費する。（報告書p.17)

 多様な食品を摂取する。
 5要素の輪の食品の中で多様な食品を食べる。（報告書p.16)
 5要素の輪の外の食品について、日々の選択、一週間の選択の中で多様な食品を食べる。（報告書p.16)

 温室効果ガス削減、食品廃棄物の削減
 肉を少なく、植物性の食品をより多く食べ、アルコールと甘味飲料、紅茶、コーヒーを減らすことは温室効果ガス排出量を15-

35％減少させる。（ファクトシート、英語版p.5）
 温室効果ガス削減、食品廃棄物の削減
 必要なだけ買って調理することにより、できるだけ廃棄物を少なくする。（ファクトシート、英語版p.7）

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

 食生活指針の根拠文書
 食生活指針報告書“Schijf van Vijf ”（5要素の輪）
 アドバイザリーレポート “Richtlijnen goede voeding 2015” (良い食事の指針2015）

URL  The Wheel of Five: Fact Sheet（英語版）：
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/English/
Fact%20sheet%20The%20Wheel%20of%20Five.pdf

 Guideline Wheel of Five：
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Ric
htlijnen%20Schijf%20van%20Vijf.pdf

 関連ウェブサイト：https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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■5要素の輪（Wheel of Five)
 オランダの食生活指針では、食品を5つの要素（野菜・果実、飲物、パン・穀物・イモ類、肉・魚類、油）に分け、それぞれをバランス良く食べ

ることにより、完全な食事の輪（円盤）を形成することを推奨している。

 これを「5要素の輪」（Schijf van Vijf, Wheel of Five)と名付け、ウェブ等を通じて周知することにより、食生活指針の普及を図っている。

 以下の図では、5要素の輪を示すとともに、「多くの野菜と果実（Veel groente en fruit）」、「肉はもっと少なく、植物性の食品はもっと多く
（Minder vlees en meer plantaardig ）」等のメッセージで食生活指針のポイントを簡潔に伝えている。

オランダの食生活指針「5要素の輪」と食生活のポイント （食生活指針報告書より）

出所）オランダ栄養センターウェブサイト（2022年1月7日アクセス）
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf.pdf
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ファクトシート「もっとサステナブルに食べる」

出所）オランダ栄養センターウェブサイト（2022年1月7日アクセス）
https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/English/Fact%20sheet_Eating%20
more%20sustainably_2017.pdf

■ファクトシート「もっとサステナブルに食べる」

 オランダ食品センターでは、フードガイドの内容を補足するためにファクトシート「もっとサステナブルに食べる」（Eating more sustainably）と題す
るファクトシートを作成している。

 ファクトシートでは、食生活が環境に与える影響をグラフや表を用いて説明している。

食品が環境に与える影響

収穫から消費者までの過程で失われる使用可能なカロリー
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食品の環境フットプリントの計算サイト

出所）オランダ食品センターウェブサイト（https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten/voedselafdruk.aspx）2022年1月7日アクセス

■食品の環境フットプリントの計算サイト

 オランダ食品センターでは、自分の食生活が環境に与える影響を簡単に推定できるアプリケーションをウェブサイトで公開している。

 食事の量、肉、魚、ミルクと乳製品等を週どれぐらい食べるかといった15の質問に答えると、自分の食生活による環境フットプリント（Voedselafdruk）を
計算できる。計算結果は、耕地面積（ha)と一日当たりの水消費量（リットル）で表示され、世界の1人当たり平均との比較結果も示される。

 さらに、負荷を下げるための選択肢も表示される。選択肢を選んでメールアドレスを登録すると、環境負荷を下げるための情報を受け取ることができる。

質問画面例：どれぐらいの頻度でミルクまたは乳製品を摂取するか？ 結果画面例 （環境フットプリントは耕地1.3ha、水は一日3，043リットル）

環境フットプリント

計算サイトの画面例
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持続可能なレシピの紹介

出所）オランダ食品センターウェブサイト（https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/bonensalade-met-tonijn.aspx）2022年1月7日アクセス

■健康と環境に配慮したレシピ紹介サイト
 オランダ食品センターでは、健康と環境に配慮した食品のレシピをウェブサイト上で提供している。
 下記の「マグロと白豆のサラダ」では、レシピに加えて、環境面の特記事項が併記され、「トマトは今月（1月）、環境負荷が小さい」、「マグロはMSC認

証を得たものを選ぶように」といった事項が記載されている。
 メールアドレスを登録すると定期的にレシピを受け取ることができる。

マグロと白豆のサラダのレシピ

今月（1月）の赤トマトの環境負荷が小さいこと、MSC
認証を受けたマグロを選ぶようにとの但し書きがある。

レシピの追加情報

レシピ紹介の

画面例
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