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【参考】Food-based dietary guidelines（地中海食に関する部分）

 地中海食は、地中海地域の伝統的な料理として、2010年にUNESCOの無形文化遺産に選定
された。UNESCOの認定では、イタリア、ギリシャ、キプロス、クロアチア、スペイン、ポルトガル、
モロッコが対象地域とされている。

 2018年に改定されたイタリアの食生活指針「健康な食事のためのガイドライン」（Linee Guida
per una sana alimentazione）では、地中海食が健康と環境の両面で持続可能な食事であるこ
とが紹介されている。

地中海食の食材のイメージ（保健省）出所）イタリア保健省ホームページ、https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf;
https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5438&area=nutrizione&menu=educazione. 

イタリア食生活指針

項目 概 要

特徴  1950年代の南地中海地域の国々（スペイン、ギリシャ、イタリア）の典型的な
食事様式

 主として野菜、果実、オリーブ油、豆類、パン、パスタ、その他の穀物類から構
成される

 動物由来の食品成分は少ない

健康面  慢性疾患罹患率の減少と関連があり、健康なエイジングと長寿をもたらす
 カロリーを調節することでダイエットにもつながる

持続可能性  植物性食品を中心とした質素な食事に特徴付けられた生活様式を反映

 植物性食品だけの食事では不足する摂取エネルギーを補うために必要な動
物性食品が、地中海食であれば不足することなく、また、過剰になることもなく
摂取できる

 地中海食は、健康と環境の両面で持続的である

 さらに、地中海食は、食文化、生物多様性および地域の食に関する知識の保
全につながる

イタリアの食生活指針における地中海食の記述

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5438&area=nutrizione&menu=educazione


141

【参考】BCFN：Double Pyramid

フードシステムに関するイタリアのシンクタンクであるBarilla Center for Food & Nutrition Foundation
（BCFN）は、食事バランスと環境バランスを統合したダブル・ピラミッド（Double Pyramid）を公表。人間
と地球の両方の健康に望ましい食生活の採用を促進することが目的。

健康と地球環境の両方に好ましいのは植物油や果物、野菜、全粒食品など。

（出所） Barilla Foundation for Food and Nutrition, A One Health Approach to Food, 2021, 
https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/#.  

https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/
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【参考】BCFN：Double Pyramid

 動物由来食品の生産は、植物由来食品に比較して気候変動への影響が大きい。

 多様でバランスのとれた食事を取り入れることで、気候変動への影響を削減しつつ健康促進が可能。果物、野菜、全粒穀物などの植物由
来食品を含むあらゆる食品は、推奨される頻度と正しい割合で食べられる限りにおいて、健康的で持続可能な食事になる。

 食事バランス及び環境負荷の評価手法

 食事バランス：人間の健康にとって望ましい摂取頻度に基づき7段階に分類。

 環境：カーボンフットプリントに基づき7段階に分類。カーボンフットプリントのデータはSu-Eatable Lifeのデータベースから。

 ダブル・ピラミッド掲載の各食品を食事バランス・環境の7段階別に分類すると以下のとおり。負荷が高い段階に位置するものを７、小さい段階のも
の1とした場合、各食品が健康と環境に与える負荷の順位は以下のとおりである（数字が小さいほど負荷が小さい）。

（出所） Barilla Foundation for Food and Nutrition, A One Health Approach to Food, 2021をもとに作成。
https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/#.  

食品 食事バランス 環境 総合点
Red meat (i.e.: beef, pork, lamb) 6 7 13
Processed meat (i.e.: sausages, bacon, salami) 7 5 12
Butter or cream, or hard margarine, or tropical oils 6 4 10
Cheese (i.e.: Parmesan, Emmental, Cheddar, Roquefort) 4 6 10
Cakes, pastries 6 2 8
Eggs 4 3 7
Poultry 4 3 7
Fish (i.e.: sardine, mackerel, cod, salmon, shellfish) 3 4 7
High Glycemic Index refined cereal foods or potatoes 5 1 6
Milk 4 2 6
Yogurt 2 3 5
Legumes (i.e.: beans, lentils, chickpeas, peas) 3 1 4
Nuts 2 2 4
Non-tropical vegetable oils (i.e.: extra-virgin olive oil,
sunflower oil, corn oil, soybean oil) or soft margarines 2 2 4
Low Glycemic Index refined cereal foods 2 1 3
Fresh fruit (i.e.: apple, pear, and citrus fruit) 1 1 2
Vegetables (i.e.: raw vegetables, green leafy, carrots) 1 1 2
Wholegrain foods 1 1 2

（注）本ページは環境の視点・指標を盛り込んだ際の啓発用資料の参考としてDouble Pyramidを参照したものであり、下記表を除き「A ONE HEALTH APPROACH TO FOOD」は参照していない。
（出所）BCFN, Double Pyramid, https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/. 

https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/
https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/
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