
81

Ⅲ．諸外国の食生活指針・フードガイドにおける環境の視点・指標
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１．各国の食生活指針・フードガイドに盛り込まれている環境の視点・

指標のまとめ
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諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標

本事業では、「諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標」に関する調査を実施した。

調査対象国と調査結果概要は下記のとおり（各フードガイド等の詳細な内容は後述）。

■調査結果の概要

調査対象国

主な調査結果

健康・栄養
バランス等と
環境との両立

食生活指針等で
言及される
主な環境の
視点・指標

 調査対象国：米国、カナダ、英国、豪州、ブラジル、ドイツ、スイス、オランダ、
デンマーク、スウェーデン

 調査対象国以外でも参考になる情報を適宜調査

 今回の調査結果は主として欧米諸国の食生活指針やフードガイドに関するものであり、日本人
の食生活や食べている食品の構成が異なることには留意が必要。

 食生活指針等で推奨されている食生活（植物由来食品をより摂取する等）は、環境負荷軽減に
も資するという理解が見て取れた

 環境の視点・指標を加えることによって、健康・栄養バランス等の観点から作成された食生活指
針等が根本的に修正を迫られるような例は確認されなかった

 各国のフードガイド等で言及が多い主な環境の視点・指標（次ページの図表参照）
 植物由来食品をより摂取する
 肉の摂取を控える
 動物由来食品の摂取を控える
 旬の食品をより摂取する
 地産地消
 持続可能な食品をより選択する
 使い切るための適切・適量の食事メニュー／食品貯蔵
 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
 多様な食品の摂取
 食品廃棄の削減
 少ない土地利用
 より少ない水利用・効率的な水利用
 温室効果ガス削減
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諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標

諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標は以下のとおり（盛り込まれているものに○）。

■各国の食生活指針・フードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標一覧

項目／国 米国 カナダ 英国 豪州

出典（※）

Dietary Guidelines for 
Americans

A Shift to Healthier Diets 
Likely To Affect Use of 

Natural Resources
Canada's food guide The Eatwell Guide The Eatwell Guide: a More 

Sustainable Diet
The Australian Dietary 

Guidelines

発行年（本調査実施時における最新版） 2020 2020 ウェブ版のため順次更新 2018 2016 2013
分類 指針 その他 ガイド 指針 その他 指針

植物由来食品をより摂取する ○
肉の摂取を控える

動物由来食品の摂取を控える ○
赤肉の摂取を控える

加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する

超加工食品（Ultra-Processed Foods: UPF）の摂取を
控える

旬の食品をより摂取する ○
地産地消

有機食品の摂取

遺伝子組み換え食品を控える

持続可能な食品をより選択する ○
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 ○

使い切るための適切・適量の食事メニュー／食品貯蔵 ○ ○
食事での摂取エネルギーバランス上必要なカロリーの摂
取にとどめる（食べ過ぎを避ける）、健康的な体重の維持 ○

多様な食品の摂取

食品廃棄の削減 ○ ○
低包装／無包装の食品の選択、エコバッグの利用 ○ ○
再利用可能容器や水筒の使用 ○
水道の水を飲む ○
食料自給率の向上・食料安全保障

調理時のエネルギー有効利用
（電磁プレートの余熱利用、鍋に蓋をする等） 〇

食品購入時に自動車よりも自転車・徒歩を利用する

外食時の残菜の持ち帰り・ドギーバッグの利用 ○
廃棄食品の堆肥化 ○
より少ない土地利用 ○ ○ ○
より少ない水利用・効率的な水利用 ○ ○ ○ ○
より少ない化学肥料利用

より少ない化石燃料利用 ○
より少ない森林製品利用 ○
温室効果ガス削減 ○ ○
備考

環境の視点に言及なし。

農務省（USDA）が食生活指針
を満たした食生活をすると農
地・化石燃料・林製品が削減さ
れると推計（果実・野菜等の生
産増のため淡水取水量は増加
温室効果ガスは変化なし）。

食生活指針（Eatwell Guide）
で推奨されている食生活の持
続可能性面での評価。

（※）非英語圏のものについては、英語版のタイトルを記載。英語版がない場合は、FAOウェブサイト
（https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/home/en）で表記されている英語タイトルを適宜参照。
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諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標
■各国の食生活指針・フードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標一覧（続き）

項目／国 ブラジル ドイツ スイス オランダ デンマーク スウェーデン
出典（※）

Dietary Guidelines for the 
Brazilian Population

Ten guidelines of the 
German Nutrition Society 
for a wholesome diet

The Swiss food pyramid Guideline Wheel of Five
The Official Dietary 
Guidelines: good for 
health and climate

Find your way to eat 
greener, not too much and 
be active!

発行年（本調査実施時における最新版） 2015 2017 2011 2015 2021 2015
分類 指針 指針 指針 指針 指針 指針

植物由来食品をより摂取する ○ ○ ○ ○ ○ ○
肉の摂取を控える ○ ○ ○ ○ ○
動物由来食品の摂取を控える ○ ○ ○ ○ ○
赤肉の摂取を控える ○
加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する ○ ○ ○ ○
超加工食品（Ultra-Processed Foods: UPF）の摂取を
控える

○

旬の食品をより摂取する ○ ○ ○ ○ ○
地産地消 ○ ○ ○ ○
有機食品の摂取 ○ 〇
遺伝子組み換え食品を控える ○
持続可能な食品をより選択する ○ ○ ○ ○ ○ ○
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

○ ○ ○

使い切るための適切・適量の食事メニュー／食品貯蔵 ○ ○ ○
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

○ ○ ○ ○

多様な食品の摂取 〇 ○ ○ ○ ○ ○
食品廃棄の削減 ○ ○ ○ ○ ○
低包装／無包装の食品の選択、エコバッグの利用

再利用可能容器や水筒の使用 ○
水道の水を飲む ○ ○
食料自給率の向上・食料安全保障

調理時のエネルギー有効利用
（電磁プレートの余熱利用、鍋に蓋をする等） ○

食品購入時に自動車よりも自転車・徒歩を利用する ○ ○
外食時の残菜の持ち帰り・ドギーバッグの利用

廃棄食品の堆肥化 〇
より少ない土地利用 ○ ○
より少ない水利用・効率的な水利用 ○ ○
より少ない化学肥料利用 ○ ○
より少ない化石燃料利用 〇
より少ない森林製品利用

温室効果ガス削減 〇 ○ ○ ○ ○ ○
備考

（※）非英語圏のものについては、英語版のタイトルを記載。英語版がない場合は、FAOウェブサイト
（https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/home/en）で表記されている英語タイトルを適宜参照。
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諸外国の食生活指針及びフードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標
■各国の食生活指針・フードガイドに盛り込まれている環境の視点・指標一覧（続き）

項目／国 イタリア イタリア
出典（※） 【参考】Food-based dietary 

guidelines
※地中海食に関する部分のみ

【参考】Double Pyramid

発行年（本調査実施時における最新版） 2018 2021
分類 指針 －

植物由来食品をより摂取する ○ ○
肉の摂取を控える ○
動物由来食品の摂取を控える ○ ○
赤肉の摂取を控える

加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する

超加工食品（Ultra-Processed Foods: UPF）の摂取を
控える
旬の食品をより摂取する

地産地消

有機食品の摂取

遺伝子組み換え食品を控える

持続可能な食品をより選択する

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
使い切るための適切・適量の食事メニュー／食品貯蔵

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

○

多様な食品の摂取 ○
食品廃棄の削減

低包装／無包装の食品の選択、エコバッグの利用

再利用可能容器や水筒の使用

水道の水を飲む

食料自給率の向上・食料安全保障

調理時のエネルギー有効利用
（電磁プレートの余熱利用、鍋に蓋をする等）

食品購入時に自動車よりも自転車・徒歩を利用する

外食時の残菜の持ち帰り・ドギーバッグの利用

廃棄食品の堆肥化

より少ない土地利用

より少ない水利用・効率的な水利用

より少ない化学肥料利用

より少ない化石燃料利用

より少ない森林製品利用

温室効果ガス削減

備考 イタリアのシンクタンクであるBarilla Center 
for Food & Nutrition Foundationが作成した
もの。本表の「○」は以下のページに記載さ
れてる情報のみに基づき埋めている。
https://www.barillacfn.com/en/disseminati
on/double_pyramid/

（※）非英語圏のものについては、英語版のタイトルを記
載。英語版がない場合は、FAOウェブサイト
（https://www.fao.org/nutrition/education/food-
dietary-guidelines/home/en）で表記されている
英語タイトルを適宜参照。
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２．国別の調査結果
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米国

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  米国保健福祉省（HHS）
 米国農務省（USDA）

主な関係文書・資料 指針  Dietary Guidelines for Americans（2020年）

フードガイド  USDA Dietary Patterns（上記ガイドラインのAppendix 3）

その他  Dietary Guidelines for Americans: Consumer Brochure
 Eat Healthy（妊産婦、幼児、児童、高齢者向けに分かれる）
 Eating Healthy on a Budget
 Start Simple with MyPlate（スマートフォンのアプリケーション）
 A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources

主要リンク  Dietary Guidelines for Americans：https://www.dietaryguidelines.gov/

備考  Dietary Guidelines for Americansは5年ごとに改訂。
 ガイドライン及びフードガイドに環境の視点への言及なし。

（※）黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.dietaryguidelines.gov/


89

A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources

タイトル A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources

発行国・地域 米国

発行年 2020年

発行主体 米国農務省経済調査局（USDA/ERS）

発行媒体 ウェブページ

目次  Calorie Sources Differ Between Baseline and Healthy American Diets
 Identifying and Estimating Resources Used in the U.S. Food System
 Resource Use Varies Across the Food System
 Resource Use Tradeoffs Between the Two Diets
（※ウェブページ上の見出し）

取り上げられている
環境の視点・指標

 平均的な米国人はガイドライン（Dietary Guidelines for Americans）で推奨される食生活を送っていない。ガイドラインに従っ

た健康的な食生活では、消費者は、野菜、果物、乳製品、豆類、ナッツ類、種子類からより多くのカロリーを摂取する一方で、
穀物製品、肉類・鶏肉、菓子類、清涼飲料水、油脂類の消費量が少なくなる。本調査では、2007年時点の平均的な食生活をし
ている米国人がガイドラインに従う場合という想定で推計を実施。

 米国の全国民がガイドラインで推奨されている食生活を平均的に採用した場合、推計結果は、農地、化石燃料、林産物のフー
ドシステム利用は削減されるが、水消費量は増加し、GHG排出量はほぼ変化なしとなった。
 土地使用量：農業による土地使用が3％（1,900万エーカー）減。農地利用は増えるが、肉類・家禽類消費の減少により放牧

地使用量と永年草地使用量がそれぞれ1,300万エーカーと800万エーカー減少。
 化石燃料使用量：3％削減。

 温室効果ガス貯蔵空気使用量：砂糖、甘味料、清涼飲料水生産量減による空気使用量減少は、乳製品、果実、野菜、ナッ
ツ類生産量増による使用量増によって相殺される。

 林産物使用量：9％の削減。加工と包装使用の減少によるもの。
 水使用量：16%増。果物、野菜、豆類、ナッツ類、種子類、乳製品の生産量増加によるもの。

 平均的な米国人の食生活とガイドラインに基づく食生活では、「砂糖・お菓子・飲料」と「脂肪、油、ドレッシング」由来のカロリー
摂取量が前者で大きく、「野菜」、「果物」、「豆類・ナッツ・種子」、「牛乳・乳製品」由来のカロリー摂取量が後者で大きくなる。そ
れぞれの食事を構成する食品を生産するのに必要な天然資源利用の差が環境負荷の違いにつながる可能性を示している。
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A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources

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

 Food Environment Data System（FEDS、米国農務省経済調査局（ERS）が開発したフードシステムにおける資源利用を測定
するデータシステム）を使用。
 エネルギー使用量：米国エネルギー省エネルギー情報局（EIA）の州エネルギーデータシステム（SEDS）を用いて計算。

SEDSは、エンドユーザー別に10以上の主要な燃料源のエネルギー使用量に関する州のデータに関するレポート。
 生産量当たりの取水量：内務省地質調査所（United States Geological Survey）の表流水源と地下水源別の米国全カウン

ティの取水量に関するデータ。
 土地使用量及び家畜インベントリ：フードプリントモデル。
 GHG：パルプ・紙・板紙工場での包装生産に対して、フードサービス部門での天然ガス消費量など、活動ごとの特定の排出

率を使用。

 林産物利用：米国の木材生産統計の全米レベルのデータを用いて、広葉樹林産物の利用量をサプライチェーン段階別に計
算

URL https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2020/may/a-shift-to-healthier-diets-likely-to-affect-use-of-natural-resources/

https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2020/may/a-shift-to-healthier-diets-likely-to-affect-use-of-natural-resources/
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A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources

（出所） USDA/ERS, “A Shift to Healthier Diets Likely To Affect Use of Natural Resources,” 2020より転載。
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カナダ

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関 カナダ保健省（Health Canada）

主な関係文書・資料 指針  Canada‘s dietary guidelines（2019年）

フードガイド  Canada‘s food guide（ウェブページ）

その他  Food guide snapshot
 Healthy eating recommendations

主要リンク  Canada‘s food guide：https://food-guide.canada.ca/en/

備考  FAOによると最初のフードガイドは1942年に発行（FAO website, https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-
guidelines/regions/countries/canada/en/）。

（※）黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/canada/en/
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Canada’s food guide

タイトル Canada’s food guide

発行国・地域 カナダ

発行年 －（ウェブ版であり順次更新されている）

発行主体 カナダ保健省（Health Canada）

発行媒体 ウェブページ

目次  Canada’s food guide
 Food choices
 Eating habits
 Recipes
 Tips

- Meal planning, cooking and healthy choices
Meal planning from start to finish in 4 steps
 Further reading
 Healthy eating and the environment

 Food choices and the environment
 Impact of food on the environment
 Food waste
 Make environmentally friendly choices
 Waste less

- Healthy eating anywhere
- Life stages

 Resources

※カナダ政府ウェブページ（https://food-guide.canada.ca/en/）の階層構造。

（※）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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Canada’s food guide

取り上げられている
環境の視点・指標

 植物由来食品の消費増と動物由来食品の消費減により環境への負荷を軽減できる。一般的に植物由来食品のほうが土地や
水消費量が少ない。

 食品廃棄
 カナダの食品廃棄の約半分が家庭由来。ゴミとして埋め立てられると温室効果を持つメタンガスを排出。
 食べられない食品は生産に要した土地・土壌・水の無駄を意味。
 不適切な食品保存や調理のし過ぎと残り物、無計画による必要な食品購入が食品廃棄につながる。

 環境に優しい食品選択・行動
 植物由来食品をより頻繁に選ぶ。
 再利用可能な水筒を持ち歩く。
 買い物のときに再利用可能なエコバッグを使う。
 再利用可能な容器を使って食料を保管し、弁当をつくる。
 買い物時に食品包装を減らす方法を探す。
 自身の詰め替え可能な容器で食品を購入し家に持ち帰る。
 鮮度を維持するため、生鮮食品を保管する際に、生鮮食品を元の包装に入れておく。

 食品廃棄の削減

 計画的な食事と食品購入：必要な食べ物と量を決めるために事前に計画を立てる。必要な食品をリストにして衝動買いを避
ける。見た目の悪い野菜や果物を購入する。

 調理と料理の準備：傷みやすい食品を早めに消費する、スープやキッシュなど残り物を使い切るのに適したレシピを試す、
七面鳥の骨や野菜くずなどはだし汁にする、野菜や果物くずは堆肥化する。

 食品の保管：正しい方法で保管して長持ちさせる、生鮮食品は冷蔵庫の前方に置いて忘れないようにする、傷みそうなら冷
凍する、いつ調理したかわかるように保存時には日付を入れる。

 外食時：レストランの料理は量が多いため友人等と料理を分ける、残菜を持ち帰るため再利用可能な空の容器を持参する。

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

上記の視点・指標が依拠・参照している資料やエビデンスは明記されていない。

URL https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/healthy-eating-and-the-environment/#section-4

https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/healthy-eating-and-the-environment/#section-4
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英国

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  英国公衆衛生庁（Public Health England）

主な関係文書・資料 指針（注1）  The Eatwell guide（2018年、本事業では「Eatwell Guide booklet」を調査対象とした）

フードガイド －

その他  Government dietary recommendations
 A quick guide to the government’s healthy eating recommendations
 From Plate to Guide: What, why and how for the eatwell model
 The Eatwell Guide: a More Sustainable Diet Methodology and Results Summary（Carbon Trust

による推計）

主要リンク  Guidance: The Eatwell Guide：https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide

備考 －

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。
（注1）文書名はガイドとなっているが、FAOでは本文書をガイドラインとして紹介していることから本資料でも指針として扱う。FAO website, https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-

guidelines/regions/countries/united-states-of-america/en/.    

https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide
https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/united-states-of-america/en/
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タイトル The Eatwell Guide

発行国・地域 英国

発行年 2018年

発行主体 英国公衆衛生庁（Public Health England）

発行媒体 冊子

目次  Is the Eatwell Guide for me?
 How can the Eatwell Guide help?
 When should I use the Eatwell Guide?
 How does it work?
 Food labelling
 Cutting down on saturated fat
 Cutting down on sugar
 Cutting down on salt
 How much food do I need?
 Do I need vitamin and mineral supplements?

取り上げられている
環境の視点・指標

 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
 タンパク質摂取において、週に2ポーションの持続可能な方法で供給された魚類（sustainably sourced fish）の摂取を推奨

（ただし、持続可能な方法の定義はガイドに明記されていない）。

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

 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
 参照している資料やエビデンスなし。

URL https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742750/Eatwell_Guide
_booklet_2018v4.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742750/Eatwell_Guide_booklet_2018v4.pdf


97

The Eatwell Guide

（出所） Public Health England, The Eatwell Guide: Helping you eat a healthy, balanced diet, p.11より転載。

持続可能な方法で
供給された魚類
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The Eatwell Guide: a More Sustainable Diet

タイトル The Eatwell Guide: a More Sustainable Diet

発行国・地域 英国

発行年 2016年

発行主体 Carbon Trust

発行媒体 冊子

目次  Comparing diets - what does this mean? 
 Food waste
 Where does the data come from? 
 How do we analyse the impacts in context?
 Sustainable diets
 What diets have been analysed and compared?
 Results
 Overall conclusions

取り上げられている
環境の視点・指標

 調査概要・趣旨：英国公衆衛生庁からの委託によりCarbon Trust（英国政府により設立され、その後独立した環境コンサル組
織）が実施した調査。現在の英国の典型的な食生活とEatwell Guideに基づく食生活が与える環境負荷（温室効果ガス
（GHG）排出量、水消費量、土地利用量）を比較。それぞれ食事の一人当たり年間消費量を想定。フルーツジュースやミルク以
外の飲料は対象外。

 比較は、GHG、土地利用、水消費のフットプリントを用いて、1日当たりの食事量2,250kcal （9,400kJ）について計算し、エネル
ギー換算ベースで実施。環境影響は、持続可能な一人当たり年間割当量またはガイドライン日量（GDA、※）を扱う指標に対し
て評価。
 GHG排出量：現在の英国レベルの80%削減。現在の11.9トン⇒2.4トン（2050年）への進展。
 水消費量-1人当たり40万リットルの利用可能量に占める割合。
 土地利用-1人当たり利用可能な0.23ヘクタールに占める割合。

（※）カロリーや脂肪量などを示すガイドライン。当該食品一人前（serving）で一日の必要栄養量のうちどの程度摂取できるかを表示。
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取り上げられている
環境の視点・指標
（続き）

 温室効果ガス（GHG）
 典型的な食生活：145% ⇒ ガイドに基づく食生活：100%

 水消費量
 典型的な食生活：23% ⇒ ガイドに基づく食生活：19%
 水集約的なナッツ類や果実類の消費増のため、改善度が低い。

 土地必要量
 典型的な食生活：143% ⇒ ガイドに基づく食生活：94%

 環境フットプリントの平均（GHG、水消費量、土地必要量の平均値）
 典型的な食生活：104% ⇒ ガイドに基づく食生活：71%
 ジャガイモ、魚、全粒粉・ホワイトブレッド（白パン）、野菜、果物の消費増、及び、乳製品、肉、コメ、パスタ、ピザ、甘い食品

の消費量の減少が、環境負荷軽減に寄与。

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

 食品消費量：英国公衆衛生庁「National Diet and Nutrition Survey」／同「The Eatwell Guide」。
 栄養：英国データサービス（UK Data Service）が所収するデータ。栄養因子を含む政府活動の詳細なデータを保有。
 GHG：Carbon Trustのデータや入手可能な出版物などから得られたデータ。
 水消費量（作物種別）：Water Footprint Networkのデータベース。

 土地必要量：一般的に利用可能なヘクタール当たり収穫量のデータ及びカーボントラストによる家畜生産に要する必要量の分
析。

URL https://prod-drupal-
files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/The%20Eatwell%20Guide%20a%20More%20Sustainable%20D
iet%20-%20REPORT.pdf

https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/The%20Eatwell%20Guide%20a%20More%20Sustainable%20Diet%20-%20REPORT.pdf
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（出所） Carbon Trust, The Eatwell Guide: a More Sustainable Diet, 2016, p.4より転載。
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