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スイス

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  連邦内務省保健局（Federal Office of Public Health）
 スイス栄養協会（Schweizerische Gesellschaft für Ernährung: SGE ）

主な関係文書・資料 指針  The Swiss food pyramid（ドイツ語：Lebensmittelpyramide、2011年）

フードガイド  food plate（ドイツ語：Optimaler Teller）

その他  Nutrition disk for children（フランス語：Enfance）
 FOODprints

主要リンク Boire et manger（飲むことと食べること）：https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-
alimentaire/pyramide-alimentaire-suisse/

備考  最初の指針は1998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）が作成し、連邦内務省保健局が承認。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/pyramide-alimentaire-suisse/
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The Swiss food pyramid

タイトル The Swiss food pyramid（Lebensmittelpyramide：フードピラミッド）および関連文書FOODprints

発行国・地域 スイス

発行年 2011年 （関連文書のFOODprintsは2019年）

発行主体 スイス栄養協会（Schweizerische Gesellschaft für Ernährung: SGE ）
 スイス栄養協会は、1965年に設立された公益団体で、連邦食品安全・獣医庁（BLV）、連邦保健省（BMG）と協力して、食品に

関する科学的情報の普及活動を行なっている。
 食生活指針については、バランス良い食事を「food pyramid」として示すとともに、食品の環境フットプリントを「フードプリント

（FOODprint）」と名付けて広報活動を実施している。

発行媒体 冊子

目次 ○The Swiss food pyramidの目次構成
• The Swiss food pyramid
• 提言
• 提言に対する説明
• 若者への追加提言
• 高齢者への追加提言
• 飲料
• 野菜と果実
• 穀物、イモ、豆
• 乳製品、肉、魚、卵、豆腐
• 油、脂肪、ナッツ
• 甘味料、塩、アルコール
• 食品選択と購入のヒント
• 用語集
• さらなる情報源と奥付

○FOODprintsの目次構成（数字はページ数）
• 3．FOODprints
• 4．徒歩または自転車で買いに行く
• 4．必要なだけ購入する
• 4．主に植物性食品を消費する
• 5．食品の由来に注意する
• 5．食品の製造条件に注意する
• 5．水道の水を飲む
• 6．バランス良く、持続可能で具体的に
• 7．SGEについてのさらなる情報
• 7．本テーマに関するさらなる情報
• 8．出典
• 8．奥付

（※）黄色ハイライトは環境の視点に関する言及がある箇所。
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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
 バランス良い食事は、野菜、果物、穀物、イモ、豆、ナッツ等が中心（p.4）

 肉の摂取を控える、動物由来食品の摂取を控える
 肉（肉製品および鶏肉を含む）は週２、３回までにし、魚は特別な場合に食べる（p.4）

 旬の食品をより摂取する、地産地消
 各地域の旬の食品を購入する事で、長距離の陸上輸送や航空輸送を避けることができる。（p.5）

 持続可能な食品をより摂取する
 有機農産物など、環境と動物にとって適正な肉を選択する。（p.4）

 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、持続可能な漁業または養殖による魚を摂取する。（p.4)

 使い切るための適切・適量な食事メニュー／食品保存
 家庭では食品の適切な保存に注意する。（p.4)

 摂取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
 たくさん運動すれば、より健康になり、たくさん食べても体重を維持できる。（フードピラミッドp.7）
 実際に空腹の時だけ食べ、満腹になったらやめる。（FOODprints p.6）
 食べ放題、特盛りに誘惑されて空腹感以上に食べない。（FOODprints p.6）

 多様な食品を摂取する。
 果実、野菜、サラダ、イモ、穀物、ナッツ、豆などの多様な植物性食品を摂取する（p.8）

 温室効果ガス削減、食品廃棄物の削減

 注意深く食品を取扱い、食品廃棄を減らすことにより、エネルギー、水、土地といった資源を守り、温室効果ガスの排出を減
らせる。（p.4）

 食品購入時の自転車・徒歩の利用
 運動するために徒歩または自転車で買いに行くと、健康に良いだけでなく、環境負荷も若干低減できる。（p.4）

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

 情報源
 FOODprints：https://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/foodprints/
 FOODprints（計算結果の総括図）：https://www.sge-ssn.ch/media/00_oekobilanz_Layout_D-online.pdf
※スイス栄養協会では食品の環境フットプリントを「FOODprints」と表現しているが、概念としては環境フットプリントに近い。

URL  The Swiss food pyramid: https://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-
lebensmittelpyramide/

 FOODprints: https://www.sge-ssn.ch/media/Merkblatt_Foodprints-2019.pdf

http://www.foodprints.ch/
https://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
https://www.sge-ssn.ch/media/Merkblatt_Foodprints-2019.pdf
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■FOODprints（ポスター版）

 スイス栄養協会では、食品の環
境フットプリント（FOODprints）
を一覧できるポスターを作成

 ポスターでは、FOODprintsを
具体的なデータと共に表示

 食品の産地（スイス、欧州、欧
州以外）、輸送モード（飛行機、
トラック）、環境負荷量を視覚的
に表示

 ここでの環境負荷は、食品の製
造から小売店までの環境負荷
を範囲とし、環境への放出
（CO2、窒素、農薬等）、資源（エ

ネルギー、水、土地）の利用量
に基づいて計算される。小売店
以降の家庭への輸送、冷蔵庫
での保管、調理、食品ロス等は
含まない。

 この図では、例えば、以下のよ
うな結果が示されている。

 平均的に見て肉、魚、卵の環境負
荷は大きい

 飛行機で輸送される野菜・果実の
環境負荷が大きい

 ワイン（100ｍｌ）、コーヒー（欧州外
から輸入）の環境負荷が大きい

 ポスターのPDFはインターネッ
トでダウンロード可能

出所）スイス栄養協会ウェブサイト（https://www.sge-ssn.ch/media/00_oekobilanz_Layout_D-online-1.pdf） 2021年12月20日アクセス

https://www.sge-ssn.ch/media/00_oekobilanz_Layout_D-online-1.pdf%EF%BC%892021%E5%B9%B412%E6%9C%8820
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