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はじめに

令和３年３月に決定された「第４次食育推進基本計画」では、「持続可能な食を支える食育の推進」が重点事項の一つ
に掲げられた。国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環境が不可欠である。農林水産省が
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるために策定した「みどりの食料システム
戦略」においても、消費段階における具体的な取組として、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進を挙
げている。

我が国では、国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るために「食生活指針」が策定さ
れている。「食生活指針」は、食料生産・流通から食卓、健康へと幅広く食生活全体を視野に入れ、作成されていること
が特徴であり、生活の質（ＱＯＬ）の向上を重視し、バランスのとれた食事内容を中心に、食料の安定供給や食文化、環
境にまで配慮したものである。

一方、「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるためのツールであるフードガイド（「食事バランスガイド」）は、食料自
給率の向上という視点は入っているものの、「何をどれだけ食べたらよいか」の食事内容のバランスを中心に表したも
のであり、持続可能な環境の視点が可視化されているものではない。

持続可能な食を支える食育を推進するためには、国民の具体的な行動に結びつくような、環境の視点も可視化した
フードガイドが必要である。

そこで、令和３年度、農林水産省委託事業において、「環境の視点を入れたフードガイド策定に向けたワーキンググ
ループ」を設置し、環境の視点を入れたフードガイドに盛り込むべき情報や表現方法等の方向性、策定のために必要な
情報収集・整理など、環境の視点を入れたフードガイド策定に必要な事項を明らかにするための検討を行った。この検
討報告書は、情報収集・整理及びワーキンググループにおける検討の成果をとりまとめたものである。

なお、本検討報告書は、委託事業期間中に３回開催されたワーキンググループの会合における委員の意見や検討結
果を反映して取りまとめているが、個々の記述内容は委員の見解がそのまま記述されているものではなく、事務局に責
任がある。

本検討報告書が、環境の視点を入れたフードガイド策定の一助となり、持続可能な食を支える食育の推進に資すること
ができれば幸いである。

令和４年３月

環境の視点を入れたフードガイド策定に向けたワーキンググループ 事務局
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Ⅰ．環境の視点を入れたフードガイド策定の考え方と方向性
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１．環境の視点を入れたフードガイド策定の基本的な考え方・方針

「食事バランスガイド」

健康づくりのために
「何をどれだけ食べたらよいか」

〈食べる物の目安〉

環境との関わりにおいて
「どのように選択すればよいか」

〈行動のヒント〉

人間

環境

食物 人間

環境

食物

＋α

健康づくり、持続可能な環境のために
「食生活指針」を

具体的な行動に結びつける

人間

環境

食物

【基本的な考え方・方針】

 現行フードガイドである「食事バランスガイド」（平成17年6月）は、一人ひとりの健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保を図る
ことを目的として策定された「食生活指針」（平成12年3月、平成28年6月に一部改正）を具体的に行動に結びつけるためのツールとして作
成された。

 その「食事バランスガイド」は、健康づくりのために、一日に「何をどれだけ食べたらよいか」の目安を示すもの。

 これに加え、環境との関わりにおいて 「どのように選択すればよいか」の行動のヒントを追加することを想定する。

 「食生活指針」は、健康で豊かな食生活の実現を目的に策定されたものであり、これを具体的な行動に結びつけるためのツールであ
るフードガイドで示す内容は、健康・栄養バランスの観点から望ましいことが前提である。その上で環境の視点からの行動のヒントを
追加する方針で検討を行う。

 なお、健康づくりの観点からも問題となる食べ過ぎは、食料生産、加工・流通等を通じ投入される資源量や環境負荷の増大につなが
るものであり、健康づくりのために「食事バランスガイド」で示される望ましい食生活を通じ食べ過ぎないようにすることは、基本的に持
続可能な環境の観点からも推奨されるものである。他方、必要な栄養素等の摂取不足は、たとえ投入される資源量や環境負荷の低
減に繋がるとしても、上記前提に示す通り健康・栄養バランスの観点から望ましいものではないことに留意が必要である。

 上記の考え方は、次頁に示すFAO・WHOの報告書「SUSTAINABLE HEALTHY DIETS GUIDING PRINCIPLES」や、諸外国にお
ける環境の視点を含む食生活指針等の動向とも一致するものである。
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１．環境の視点を入れたフードガイド策定の基本的な考え方・方針

【国際機関・諸外国における考え方】

 FAO・WHOの報告書「SUSTAINABLE HEALTHY DIETS GUIDING PRINCIPLES」に依拠して「食生活指針」と環境の視点との関係性
を整理すると、健康に良いことをベースとして満たしたうえで、環境への配慮を求めるという構造になっていると理解することができる。

 そのうえで、健康と環境を両立させる食生活・食行動は以下の2パターンに分類される。諸外国の環境の視点を含む「食生活指針」等で盛
り込まれている内容も、いずれかのパターン（またはその両方）から構成されていると捉えることができる。

1. 健康に良い食生活のうち、環境にも優しいもの
⇒健康・栄養バランスを主目的とした「食生活指針」の実践がそのまま環境にも好影響として推奨できるものもある

2. 健康に良い食生活に加えて配慮・行動が求められるもの（食品ロス削減など）
⇒環境の観点から国民に行動・選択を推奨

（注）赤字フォントが環境の視点と直接・間接に関連する視点・指標。
（出所） FAO・WHO, SUSTAINABLE HEALTHY DIETS GUIDING PRINCIPLES, 2019, pp.10-11に基づきMURC作成。

社会文化的
視点

環境の視点

健康の視点

 地域の文化、食文化を尊重
 アクセス可能で望まれるもの

 ジェンダーへの悪影響の回避
（特に時間配分において）

 温室効果ガス排出量、水・土地利用量、窒素・
リンの使用量、化学物質による汚染量削減

 生物多様性保全、乱獲等の回避
 抗生物質およびホルモンの使用を最小化
 食品包装におけるプラスチック使用最小化
 食品のロス・廃棄削減

 完全母乳育児
 多様な非加工食品、バランスのよい食事
 全粒穀物・ナッツ類

 卵、乳製品、鶏肉、魚類の節度ある摂取、少
量の赤身肉

 安全で清潔な飲料水
 必要量以内のエネルギーと栄養素
 伝染病リスクの軽減
 病原体・毒素等の最小化

健康に良い食生活が
同時に環境に優しい

健康に良い食生活に
加えて配慮・行動が
求められるもの

FAO・WHO報告書で示されている視点・指標 健康と環境の関係 海外の状況

現状、諸外国の
食生活指針では、
推奨されている
健康に良い食生
活が（少なくとも
一部は）同時に
環境に優しいとし
たうえで（健康と
環境の両立）、包
装削減や食品ロ
ス・廃棄削減と
いった環境への
追加的な配慮・
行動を求めるも

のが多い
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２．環境の視点を入れたフードガイド策定に向けた検討の流れ

令和３年度における検討範囲（本検討報告書）

環境の視点として、
どのような視点や
指標があるか

それぞれの視点
や指標にはどのよ
うな特徴があるか
（③～⑤を念頭に）

（前提）
• 環境の視点として盛り込むのは、「食事バランスガイド」の推奨事項とうまく組み合わ

せられるもの
• 消費者が日常の食生活で容易に実践できるもの（一般的な環境普及啓発ではない）

環境の視点を入れたフードガイドの策定に向けた検討

① ②

（案）どっちを選ぶ？
取り上げた視点・指標について、極力、
選び方によってどのような違いがある
かわかるようにする。

フードガイド
に、どの視点
や指標を反
映するか

令和４年度以降の検討

③ ④

どう表現し、
どう使っても
らうか

⑤
案の作成
（必要に応
じデータ算
出を含む）

 令和３年度では、「①環境の視点として、どのような視点や、指標があるか」、「②それぞれの視点や指標にはどのような特徴があるか」に
ついて情報収集・整理を行う。本検討報告書はその結果を示すものである。

 令和４年度以降、これをもとに、「③フードガイドに、どの視点や指標を反映するか」、「④どう表現し、どう使ってもらうか」について検討のう
え、表現に応じ必要な情報・データを算出・加工して「⑤案の作成」を行う。

 令和３年度の情報収集・整理に当たり、下記を前提とする。

 環境の視点として盛り込む検討候補対象は、「食事バランスガイド」の推奨事項とうまく組み合わせられるものとする。

 一般的な環境普及啓発を目的とするものではないため、あらゆる環境の視点を盛り込むのではなく、消費者が日常の食生活で容易
に実践できる環境の視点や指標を選択する。

 日常の食生活で容易に実践できるもののほか、付加的に消費者の理解促進・深化が望まれる点については、環境の視点を入れ
たフードガイドのターゲットに応じた補助ツール・学習教材等で、別途補完することも想定する。
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３．環境の視点を入れたフードガイドで想定されるガイド・表現のイメージ

【A】 環境への負荷、保全回復効果に関す
る定量的提示により日常の食生活における
食物選択のヒントとなる情報、推奨行動

 環境に係る何らかの指標（代理指標を含む）によ
り、日常の食生活における具体的な食事・食材
等の選択のヒントを提供するような情報

 対象となる環境の視点：一定のデータ精度によ
るエビデンスにもとづいて消費者の判断材料と
なる定量的提示が可能なもの

健康づくりのための日常の食生活における
食物選択のヒント

 1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かり
やすくイラストで示したもの

【B】 持続可能な環境の実現に向けて、
日常の食生活に取り入れることが望まれる

啓発的推奨行動（主に定性的提示）
 持続可能な環境の実現や将来像に向けた政策

上の必要性や目標の達成のため、また消費者
自身の意識啓発・行動転換のために、日常の食
生活に取り入れることが望まれる推奨行動

 対象となる環境の視点：持続可能な食を支えるう
えで重要で、かつ消費者が日常の食生活で容易
に取り組めるもの（消費者のライフスタイルの転
換や持続可能な食を支えるうえで重要なもの）

＋

「食事バランスガイド」（現行フードガイド） 環境の視点の追加

 健康づくりのための日常の食生活における食物選択のヒントとして、１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラスト
で示した現行ガイドに、環境の視点から、【A】環境への負荷、保全回復効果に関する定量的提示により日常の食生活における食物選択の
ヒントとなる情報、推奨行動、【B】持続可能な環境の実現に向けて、日常の食生活に取り入れることが望まれる啓発的推奨行動のいずれか、
または両者の組み合わせで追加する。

※「食事バランスガイド」との組み合わせを想定すると、
ある程度図式的・直感的に組み合わせられることが
望ましいが、海外のフードガイドにおける環境の視点
は、啓発的な推奨行動リストであることが多い（調査
で確認できた範囲では環境の視点を定量的・図式的
に示す例はスイスのフードガイドに係る啓発ツールの
み）。

（表現例）

• 食パターン別の指標値
（「食事バランスガイド」の摂
取の目安に基づいた場合と
バランスが崩れた場合との
比較など）

• 食品（生鮮品、加工食
品等）別の指標値、な
ど

※上記と推奨行動の組み合
わせ、時間軸との組み合
わせ（一日あたり／週間あ
たり、など）

（表現例）

• 推奨行動リスト（啓
発的記述）、など
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４．フードガイドの対象候補となる環境の視点と指標（案）の選定

 「環境の視点を入れたフードガイド策定に向けた検討の流れ」に示す前提条件から、消費者が現行フードガイドである「食事バランスガイド」
（1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかを図式化）とセットで、日常の食生活で容易に実践できる行動のヒントにしてもらえるようにする観
点から、環境の視点・指標の検討対象候補（案）を下記に従い選定した。

① 「食生活指針」及び「みどりの食料システム戦略」の環境の視点に関わる項目を中心とする。

② 上記に加え、補完材料として持続可能な食について比較的網羅的な指標を提示している「Food Sustainability Index」（FSI）とワーキン
ググループで提示された意見を手がかりに、日本の状況と消費者向けの指標とする観点からピックアップした。

• FSIは、Barilla Foundationが主導した国際研究によって作成されたもので、FAO等の国際機関等でも言及されている。

■ ごはんなどの穀類をしっかりと。

 日本の気候・風土に適している米など
の穀類を利用しましょう。

■ 日本の食文化や地域の産物を活かし、
郷土の味の継承を。

 地域の産物や旬の素材を使うとともに、
行事食を取り入れながら、自然の恵み
や四季の変化を楽しみましょう。

■ 食料資源を大切に、無駄や廃棄の少な
い食生活を。

 まだ食べられるのに廃棄されている食
品ロスを減らしましょう。

 調理や保存を上手にして、食べ残しの
ない適量を心がけましょう。

 賞味期限や消費期限を考えて利用しま
しょう。

＜戦略：「2050年までに目指す姿」に示される主な環境の視点＞

• 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現

• 化学農薬の使用量（リスク換算）50%低減

• 輸入原料・化石燃料を原料とする化学肥料使用量30%低減

• 有機農業取組面積割合を25%に拡大

• 食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現（2030年まで）

• ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖における人工種苗比率100%実現

＜左記項目に含まれる環境の視点（食関連）＞

• 食品ロス削減推進、見た目重視の見直し

• 食品情報の充実、認証マーク推進、表示方法
を含む事業者の持続可能性の取組の可視化

• 有機農業・無農薬・減農薬等の推進

• 地産地消の推進

• 持続可能な地場産物、国産有機農産物等の
学校給食導入推進

• 水産エコラベル推進

＜戦略：「具体的な取組」の「環境にやさしい持続可能な

消費の拡大や食育の推進」に掲げられる項目＞

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大

（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進

（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進

（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進

（５）持続可能な水産物の消費拡大

「食生活指針」に示される
環境の視点（指針抜粋）

「みどりの食料システム戦略」に示される主な環境の視点
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５．フードガイドの対象候補となる環境の視点と指標（案）

 前頁に示す選定手順により、フードガイドの検討対象候補となる環境の視点と指標（案）として、本検討報告書で取り上げるものを下記に示す。
なお、選定にあたり、下記の点に留意した。

 環境側面の持続可能性を対象とする（倫理的・社会的側面の持続可能性は環境側面と不可分かつ容易に実践可能である範囲で留意）

 食物を対象とする（容器包装等は対象外）

 消費者の価値判断が定まらないもの（ゲノム編集食品等）は対象外

 政府の施策の方向性との整合性を考慮

【フードガイドの対象候補となる環境の視点と指標（案）】

 大気（GHG排出量）

 水（ウォーターフットプリント）

 食料自給

 有機農業

 生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）

 食品ロスと廃棄物

 産地、風土の特性

- 郷土食、在来品種、地産地消、生態系に配慮した生産等の共通基盤として統合

- 生物多様性にも関連する

- 地産地消は「大気（GHG排出量）」「食料自給」「産地、風土の特性」に関わる

 上記のほかにも重要な環境の視点・指標（下記例示）はあるが、日本の実情や施策の方向性との関連付けのしやすさ、「食事バランスガイド」
とセットで容易に実践できるようにする観点から、上記の環境の視点と指標（案）とある程度連動又は代替できると思われるものは、フードガイ
ド自体で取り上げる対象候補からは除外する。ただし、一般的な環境普及啓発の観点や、環境の視点を入れたフードガイドのより深い理解を
促進するため、ターゲットに応じた補助ツール・学習教材等で、別途、付加的に補完することも考慮すべきである。

 エネルギー： GHG排出量にある程度包含される。ただし、生産・加工流通・消費を通じエネルギーが必要であることとGHGの関係認識は重要。

 土地利用、森林、窒素・リン： 食料自給を代理指標と捉え自給率向上・国産選択へ誘導する（海外の環境負荷はGHG排出量、水で捉える）とともに
認証品選択を誘導することでカバーされる。ただし、輸入食材・食品への依存が大きい日本で海外での環境負荷の背景として啓発は重要。

主に、「【A】 環境への負荷、保全回復効果に関す
る定量的提示により日常の食生活における食物選
択のヒントとなる情報、推奨行動」の提供を検討

主に、「【B】 持続可能な環境の実現に
向けて、日常の食生活に取り入れること
が望まれる啓発的推奨行動（主に定性
的提示）」の提供を検討
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Ⅱ．フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）
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フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）

まとめ
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フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）まとめ

※計画・指針等の環境の視点との関連性・・・「○」：記載されている環境の視点に関連／「△」：記載されている環境の視点に間接的に関連

※フードガイド追記の観点・・・【A】と【B】のいずれの観点からの追記が想定されるかを示す

※食品別の表示可能性・・・「○」：表示可能性あり／「△」：一部で表示可能性あり／「×」：表示可能性なし又は低い



16

フードガイドで取り上げる環境の視点別の推奨行動と指標（案）まとめ

食生活指
針

みどりの
食料シス
テム戦略

【A】環境へ
の負荷、保
全回復効果
に関する定
量的提示

【B】持続可
能な環境の
実現に向け
た主に定性
的な啓発的
推奨

可能性 指標作成事例

有機農業
有機農作物、有機食品
（有機JASマーク等の
認証等の表示）

○ ○ △ ・有機JAS認証
・有機JASをはじめとした認証制度の認知向上
と選択の推奨。

・有機農業は一般的に環境への負荷が低いと認識されているが、単収の低
さに起因して農地面積の拡大に繋がるという可能性も指摘されている。

生態系（生態
系に配慮した
生産・資源管
理）

生態系や生物多様性に
配慮した生産・資源管
理を実施した認証等の
表示・コミュニケー
ション

○ ○

△
（事業者側
により一部
食品・商品
のみ可能）

・有機JAS認証、MSC認証、
ASC認証、MEL認証など

・認証商品の選択推奨＋信頼性のある認証マー
クの例示。
・各地域での生態系に配慮した生産・資源管理
に係る産物・商品等への関心喚起・応援推奨＋
先進事例例示。

・消費者が容易に認証商品等を選択できる環境の整備。
・食品へのアクセス（買い物弱者問題）への留意。
・情報開示・コミュニケーションには様々な水準のものがあり消費者のリ
テラシーも必要。

食品ロスと廃
棄物

消費者がとることので
きる、食品ロス・食品
廃棄物量が少ない食生
活行動

○ ○ 〇 × -

・食品ロス・食品廃棄物の概念、およびその発
生状況（発生量等、前頁に記載）を示すと共
に、食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動
の例を紹介。

・食品ロス削減への意識が食品の過剰摂取や偏食に繋がらないよう、適量
摂取や栄養バランスの確保が前提であることを周知する必要がある。

産地、風土の
特性

食に関わるなんらかの
地域的特性（例：地元
産の産物、在来品種の
作物、郷土料理、等）

○ ○ ○

△
（事業者側
により一部
食品・商品
のみ可能）

・店頭での産地、品種、料理
名等の表示

・地域の特色ある食品、料理の取り入れの推奨
＋その背景や産地や風土情報（調理法を含む）
に触れることを推奨＋具体的行動例示（地産地
消、旬産旬消、伝統野菜の取り入れ等）。

・地元産や在来品種、郷土料理の選択自体が、環境に直接の影響・効果を
もたらすものではない。
・消費者の想像力や理解の醸成から食の持続可能性に関わるレジリエンス
を高める意義がある。

ガイド・表現のオプション（例） 検討課題・留意点、備考
テーマ
（視点）

指標

計画・指針等の環
境の視点との関連

性

フードガイド追記
の観点

食品別の表示可能性

※計画・指針等の環境の視点との関連性・・・「○」：記載されている環境の視点に関連／「△」：記載されている環境の視点に間接的に関連

※フードガイド追記の観点・・・【A】と【B】のいずれの観点からの追記が想定されるかを示す

※食品別の表示可能性・・・「○」：表示可能性あり／「△」：一部で表示可能性あり／「×」：表示可能性なし又は低い
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１．大気（ＧHG排出量）
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大気（GHG排出量）

①指標の概要

 主な温室効果ガスは、CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3の7ガスである。

 パリ協定では、産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える努力を追求するという目的が設定され、そ

の実現のため、排出ピークをできるだけ早期に迎え今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランス（ネットゼロ）を達成する
ことを目標としている。

 現在各国が公表している目標・政策では2℃目標の達成も難しいとみられており、抜本的な社会構造・ライフスタイルの変化を含めた、より
一層の削減・吸収源対策の実施が求められている状況である。なお、日本は2030年度に2013年度比で46%削減、2050年までにネットゼ
ロを目標としている。

 COP26の機会において、2030年までに世界のメタン排出量を2020年比で30%削減することを目指すグローバル・メタン・プレッジが立ち上
げられた。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）Emissions Gap Report 2021（国連環境計画（UNEP））
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大気（GHG排出量）

②消費者に示す意義

 IPCCの特別報告書「土地関係特別報告書」によると、世界の食料システム※関係のGHG排出量は世界全体のGHG排出量の21～37%を
占めているとされている。また、M.Crippa et al.（2021）でも世界の食料システム関係のGHG排出量は全体の約1/3を占めると推計されて
いる。従って、2050年のゼロエミッションを目指すうえで食分野での排出量削減の重要性は高いと言える。

※食料の生産、加工、流通、調理及び消費に関連するすべての要素（環境、人々、投入資源、プロセス、インフラ、組織等）及び活動、並びに世界レベルに
おける社会経済的及び環境面の成果を含む、これらの活動の成果

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）土地関係特別報告書（IPCC）

食に関する分野別のGHG排出量及び総排出量比

M.Crippa et al.（2021）：M.Crippa et al., Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions, 
Nature Food VOL 2, 198–209, 2021
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）

 「1.5℃ライフスタイル ―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―」（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES））では、日本人の食事に
伴うカーボンフットプリントは年間約1,400kgCO2eq.で、肉類が全体の23%を占め最も多く（下グラフの外側の円）、穀類が19%、乳製品が
13%で続くと推計している。

 1kgあたりの排出原単位で見ると、肉類が最も大きい。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（出典）1.5℃ライフスタイル―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―（IGES）

日本人の食に関連するカーボンフットプリントおよび物的消費量
の割合（2017年）

日本人の食に関連するカーボンフットプリントの内訳
（2017年）
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 Kanemoto et al.（2019）では、日本の家庭を対象に、カーボンフットプリントが高い世帯と低い世帯における食生活の違いを検証している。
欧米に比べ肉食が少ない日本においては世帯間で肉の消費量にあまり差がなく、世帯間のカーボンフットプリントの違いは野菜、魚、菓子、
酒類、外食の量に起因し、カーボンフットプリントの高い世帯ほどそれらの消費量及びカーボンフットプリントが大きいことが示されている。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

カーボンフットプリントの高い世帯と低い世帯の差異

Kanemoto et al.（2019）：Meat Consumption Does Not Explain Differences in Household Food Carbon Footprints in Japan, One Earth 1, 
464–471, December 20, 2019
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 Sugimoto et al.（2020）では日本人の食事を調査した結果、食事関連のGHG排出量の多い人は全体的に「日本人の食事摂取基準」の順守
が良好で、逆にGHG排出量が少ない人はGHG排出量の多い人に比べ「日本人の食事摂取基準」 の順守が良好ではないという結果であっ
た。特徴としては、GHG排出量が多いほどタンパク質源となる食品（牛肉、魚等）や野菜の摂取が多く、炭水化物（穀物等）や甘い飲料の摂取
が少ない。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

食事関連GHG排出量の四分位別食物摂取量

Sugimoto et al.（2020）：Association 
between diet-related greenhouse gas 
emissions and nutrient intake 
adequacy among Japanese adults, 
PLOS ONE, October 23, 2020
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大気（ＧHG排出量）

①食品（生鮮品、加工食品等）（続き）

 農林水産省では現在、「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会」を開催し、フードサプライチェーン
全体での脱炭素化を目指し、農業者等の脱炭素の努力・工夫の可視化を進めようとしている。

 検討会では消費者に対するGHG削減量の効果的な表示等が検討されている（下記参照）。この検討結果に基づき商品ごとにGHG削減量
を表示したカーボンフットプリントのラベルが付いていけば、消費者がGHG排出量を削減した商品を選択することが可能となる。

 なお、現在既に「エコリーフ環境ラベルプログラム」（https://ecoleaf-label.jp/）では、ライフサイクルアセスメント（LCA）でGHG排出量を算
定した製品を認定し、HPで紹介している。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

消費者向けのカーボンフットプリント情報の提供の方向性

農林水産省「フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会(令和3年度第1回)」資料3-2

※TCFD：気候関連財務情報
開示タスクフォース
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大気（ＧHG排出量）

②調理方法

 津田（2009）では、調理方法によるCO2排出量の違いについて整理している。「茹でる」、「煮る」、「蒸す」など水を介して長時間行う調理は
「炒める」、「揚げる」などと比較してCO2排出量が多く、また、1人分を4回調理するより4人分を1回調理する方がCO2排出量は大幅に小さく
なることが示されている。さらに、和食は 「茹でる」、「煮る」、「蒸す」を多用することから、中国風、洋風に比べCO2排出量が大きいことが示
されている。

 三神（2012）では、同じ調理でも調理器具や具材の大きさなどの違いでCO2排出量に大きな違いがでることを示している。また、エコ・クッキ
ングに関する教育を行った場合におけるCO2削減効果についても実証している（教育前後で50％削減）。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（出典）津田（2009）

調理法の違いによるLC-CO2排出量

津田（2009）：津田淑江「食の関連課題の調理的視点からの研究」（日本調理科学会誌Vol. 42，No. 2，57～63（2009））
三上（2012）：三神彩子「環境に配慮した食生活「エコ・クッキング」が地球環境問題の改善に与える影響」（日本調理科学会誌 Vol. 45，No. 5，323～331（2012））

（出典）三神（2012）

モデル献立調理におけるCO2排出量削減効果
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大気（ＧHG排出量）

③地産地消・旬産旬消

 M.Crippa et al.（2021）によると、食料に関するGHGの大部分は生産段階で発生しており、輸送での排出は比較的小さい。排出量が大き
い食品では、輸送の影響が小さいことが別の研究でも示されており、GHG排出の観点からは輸送距離よりも食品選択の方が重要である
場合もある。

 しかし、作物によっては地産地消が有効な場合がある。白木（2010）ではキャベツとトマトについて、生産と輸送によるCO2排出量を季節ご
とに示している。キャベツのように輸送のCO2排出に占める割合が多い作物は、地産地消によりCO2が多く削減されることになる。一方で、
トマトのように輸送のCO2排出に占める割合が小さく、かつ季節で大きくCO2排出が異なる作物については、暖房を焚かない夏季の方が大
幅にCO2排出は少ない。

 従って、GHG削減の観点から作物や生産方法に応じて、地産地消・旬産旬消のそれぞれ有効な方を推していくことも重要であると考えら
れる。

■定量指標に関する算定方法・算定事例、推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

システム別のGHG排出量

出典：M.Crippa et al.（2021）

出典：白木（2006）

生産・輸送別のCO2排出量（左：キャベツ、右：トマト）

白木（2006）：白木ら「生産・流通を考慮した地産地消・旬産旬消によるCO2排出
量削減に関する研究」（環境システム研究論文集Vol.34,2006年）
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大気（ＧHG排出量）

①食パターン別

 「食事バランスガイド」の摂取の目安に基づいた場合とバランスが崩れた場合との比較など、バランスのとれた食事内容の方がGHG排出
量も低いことを示す。

※下図は各国や国際的な食事ガイドはGHG削減に寄与する（一番左の棒グラフ）という結果

 GHG排出量は、「1.5℃ライフスタイル」（IGES）や「産業連関表による環境負荷原単位データブック（3EID）」（国立環境研究所）など国内の
LCAベースのGHG排出原単位（食品1kgあたりのGHG排出量）を使用して行うことを想定する。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

各国のガイドや国際ガイドによるGHG等の環境負荷削減率

M Springmann et al.
（2020）：The healthiness 
and sustainability of 
national and global food
based dietary guidelines: 
modelling study
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大気（ＧHG排出量）
■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

②推奨行動

 GHG排出がより少ない食生活・行動について、エビデンスが存在するものを提示し、行動の実施を促していく。

（例）

 食品（生鮮品、加工食品等）の選択（GHG排出削減に配慮して生産される農林水産物の選択回数を増やす/等）

 GHG排出が少ない調理方法の選択（調理器具や具材の大きさを工夫する/等）

 GHG排出が少ない保存方法や調理量の選択（一度に作る量を多くする、保温保存は避ける/等）

 旬産旬消（冬にハウスで作られる作物の選択回数を減らす/等）

津田淑子「環境に配慮した食生活「エコ・クッキング」が地球環境問題の改善に与える影響」（日本調理科学会誌 Vol. 42，No. 2，57～63（2009））

調理量の違いによるCO2排出量（親子丼の例） 炊飯と保存方法の違いによるCO2排出量の変化
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大気（ＧHG排出量）

①データの粒度・使い方

 例えば国立環境研究所の「産業連関表による環境負荷原単位データブック」（3EID）などを使用すれば、既存研究よりもう少し細かい単位
（産業連関表の分類）でLCAのCO2排出量を提示することが可能である。また、「エコリーフ環境ラベルプログラム」では認定製品のカーボ
ンフットプリントを公開している。

 しかし、「GHG排出量削減に取り組んでいる商品の選択」などの啓発的なメッセージであれば、既存研究の分類でも十分と考えられる。何

の目的で定量的な情報を提供するかの検討が必要で、目的に応じて情報の粒度が変わってくるため、使い方や目的の検討がまずは必要
と考えられる。

■検討課題・留意点等

米 食肉
麦類 酪農品
いも類 その他の畜産食料品
豆類 冷凍魚介類
野菜 塩・干・くん製品
果実 水産びん・かん詰
砂糖原料作物 ねり製品
飲料用作物 その他の水産食料品
その他の食用耕種作物 精穀
酪農 製粉
肉用牛 めん類
豚 パン類
鶏卵 菓子類
肉鶏 農産保存食料品
その他の畜産 砂糖
特用林産物（狩猟業を含む。） でん粉
海面漁業 ぶどう糖・水あめ・異性化糖
海面養殖業 動植物油脂
内水面漁業・養殖業 調味料

冷凍調理食品
レトルト食品
そう菜・すし・弁当
その他の食料品
清酒
ビール類
ウイスキー類
その他の酒類
茶・コーヒー
清涼飲料

一次産品

加工品

産業連関表の分類（食料関係）
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大気（ＧHG排出量）
■検討課題・留意点等

②情報発信の重点の置き方

 食に関するGHG排出量を下げるためには、食品選択だけではなく、同じ食品品目であってもGHG排出量削減に取り組んでいる商品の選

択を啓発したり、生産方法や調理方法、旬産旬消などの情報を発信していくことも重要である。様々な観点からのデータ・情報がある中で、
どのようなデータ・情報に重点を置くか情報発信のストーリーの検討も必要である。

 情報発信方法の1つの案として、フードガイドで示されている栄養バランスのよい食事について、環境に配慮した取組を行っている食品を
使った食事と、そうでない食事を比較してGHG排出量の差を見せ、環境に配慮した取組を行っている食品の選択を啓発するという打ち出
しをすることも考えられる。
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大気（ＧHG排出量）

③海外との比較

 日本国内向けのガイドラインであることから、肉食が多い各国に比べて食事を通じたGHG排出量が少ないことに言及は必要ないか。もしく
は、日本は食のGHG排出量が比較的低いことから、他国との比較をした上で継続を訴えていくのが良いか。

■検討課題・留意点等

出典：農林水産省「食料・農業・農村政策審議会企画部会（第94回）」参考資料2
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④フードガイドでの表現方法における検討課題

 「食事バランスガイド」の摂取の目安に基づいた食事がバランスが崩れた場合と比較し必ずしもGHG排出量が少ないとも限らない。また一
方で、GHG排出量を抑えることを優先し、食事の栄養バランスが悪くなったり摂取量が少なくなるのは望ましいことではない。従って、栄養
バランスや摂取量も考慮した上で比較方法を検討する必要がある。

 先述の想定されるガイド・表現のオプションでは、具体的な食品（生鮮品、加工食品等）のGHG排出量を示すという方向性ではないため、
実際に買い物をする際の選択のガイドにはなりにくい。しかし一方で、情報・データが多くても消費者が扱いきれない可能性も考えられるた
め、どの程度の情報・データを含めるかは要検討である。カーボンフットプリントのラベリングなど、外部の仕組みとの連携も考えられる
（カーボンフットプリントの表示については、農林水産省の進める実証やその先の普及の取組と十分に連携する必要）。

■検討課題・留意点等
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２．水（ウォーターフットプリント）
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水（ウォーターフットプリント）

 指標の概要／設定の考え方

 フードガイドにおいて食品（生鮮品、加工食品等）を選択する際の指標のひとつとして、食品の生産等において消費・汚染される水の
量（ウォーターフットプリント）を示すことが考えられる。

 ウォーターフットプリントとは、「製品の生産から廃棄・リサイクル等の段階を含むライフサイクル全体を対象とし、直接的・間接的に消
費・汚染された水の量を定量的に算定する」概念である。

- （例）1kg のリンゴの生産～廃棄過程においては、822リットルの水が消費・汚染等の環境影響を受けている。一方、牛肉1kgの生
産～廃棄過程でこうした環境影響を受ける水の量は15,145リットルである。

 ウォーターフットプリントの評価においては、【水資源枯渇（水の消費）】と【水質汚染（水質汚染物質の排出）】の 2 種類の影響が考慮
される。ただし、評価の目的に応じて、その片方のみが選択される場合もある。

 消費者に示す意義

 各食品のウォーターフットプリントを示すことで、消費者の水問題に対する意識を醸成するとともに、水資源の消費量・汚染量を意識
した食品の選択を促すことができると考えられる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）Water Footprint Network ウェブサイト（https://waterfootprint.org/en/）

https://waterfootprint.org/en/
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水（ウォーターフットプリント）

 （補足）本資料における「バーチャルウォーター」の扱いについて

「ウォーターフットプリント」に類似する概念として、「バーチャルウォーター」が挙げられる。下記の通り両者は「食品の生産に必要な水資
源の量を考察する」概念である点で共通している。

両者の差異は、輸出国（生産国）で実際に使用された水の量を算出するか、輸入国（需要国）で同様の食品を生産したと仮定した場合に消
費されていたであろう水の量を算出するかという点にあるが、下記の通り、有識者においても両者を同一視する場合がある。

近年においては、「ウォーターフットプリント」の用語を用いて同様の研究を行う例が多く見られるため、本資料においては特筆しない限り
「ウォーターフットプリント」について述べることとする。

＜「バーチャルウォーター」と「ウォーターフットプリント」の関係について＞

 「バーチャルウォーター」は、ロンドン大学のTony Allan教授が提唱した【輸入した食品（生鮮品、加工食品等）を消費国で生産してい
たとしたら、どれだけの水資源の消費が必要であったか】を示す概念である。（輸入国において消費されていたであろう水量を”仮
想”）

 しかし、【輸出国において食品の生産に要した水の量】という、よりわかりやすい概念（ウォーターフットプリント）が別の研究グループ
（Arjen Hoekstra氏ら）により提唱された結果、用語の混乱が生じ、有識者においても両者を区別しない場合が生まれた。

 いずれの概念も、食品の生産に必要な水資源の量を考える点では共通しており、推計の考え方は基本的に変わらない。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

（出典）沖 大幹, 近藤 剛, ウォーターフットプリントの現状と課題, 日本LCA学会誌, 2010, 6 巻, 3 号, p. 187-192
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水（ウォーターフットプリント）

＜算定方法＞

 ウォーターフットプリント評価においては、一般に、水消費原単位（製品重量に対する水消費・汚染量）に食品（生鮮品、加工食品等）の重
量を積算する手法を採用している。ただし、水消費原単位の求め方は研究主体によって多少異なる。

＜水消費原単位の求め方の例（穀物）＞

- Hoekstra and Hung(2002)～Chapagain and Hoekstra(2008)
全必要水量（穀物の1日当たりの蒸発数量×生育日数）と単位面積当たりの収量データから算定
穀物の1日あたりの蒸発数量は、可能蒸発散量に穀物の高さなどの補正を考慮する係数をかけて算出

- 沖（2003）等
1日の必要水量をイネについては15mm、その他の作物については4mmと定めたうえで、
Hoekstraらと同様に生育期間と単位面積あたりの収量から算定

■定量指標に関する算定方法・算定事例

（出典）沖 大幹, 近藤 剛, ウォーターフットプリントの現状と課題, 日本LCA学会誌, 2010, 6 巻, 3 号, p.189

水消費原単位の推計値（リットル/kg）
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■定量指標に関する算定方法・算定事例

＜算定事例＞

 ウォーターフットプリントの主要な算定事例としては、同概念の提唱者であるArjen Hoekstra氏らを中心とした研究チームが、
下記の製品に関する各国別の水消費原単位（例：単位重量ごとのウォーターフットプリント量）を公開している。

- 作物およびその加工品等（243品目）
※例：穀物・野菜（米、小麦、キャベツ、トマト）、各種加工品（小麦粉、カレー、ケチャップ）、非食品（ゴム）等

- 家畜、動物由来の製品、豆、ナッツ等（106品目）
※例：肉（牛・羊等）、肉加工品（ハム等）、乳製品（チーズ・ヨーグルト）、卵、非食品（生きた状態の家畜、皮等）

 環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）においては、特定のメーカーの商品について、ウォーターフットプリントの評価
手法を複数取り上げ、各考え方に基づいてウォーターフットプリント量を試算し、その結果を比較している。

- 評価手法により、「水利用可能性と水質劣化の両方を評価の対象とするか」、「水質劣化をどこまでブレイクダウンするか（富栄養
化・酸性化等）」、「どのように結果を表示するか」等が異なる

- 農作物・食料品分野の試算は、下記の4品目について行われた。

 うるち米・ピーマン（イオン株式会社）、MicVac調理品（肉じゃが・大日本印刷株式会社）、豚肉（日本ハム株式会社）

- 評価事例集から得られた示唆として、複数の評価手法について評価結果を比較したところ、評価結果が２桁異なるものが見られた
こと等から、算出の目的等にあわせた適切な手法の選択が重要であるとされた。

（出典）Water Footprint Network ウェブサイト（Product water footprint statistics）

（出典）環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）
環境省報道発表「ウォーターフットプリント算出事例集の公表について」（平成26年8月8日） https://www.env.go.jp/press/18475.html

（注）MicVac調理品は、同事例集（P.88）において、「専用のプラスチック容器に密封された、10℃で 30 日間程度保存可能な調理済み食品」とされている。

https://waterfootprint.org/en/resources/waterstat/product-water-footprint-statistics/
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①Water Footprint Network ウェブサイト（https://waterfootprint.org/en/）
 身近な食品（生鮮品、加工食品等）のウォーターフットプリント量（リットル／kg）およびその根拠となる文献を紹介（左下図）

 居住国・性別・肉の消費度合い・総年収等を記入することで1人あたりのウォーターフットプリント量（食品別）が概算される計算ツールを公
開（右下図）

 その他、食品別・国別のウォーターフットプリント量の統計データ等を紹介

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

（参考）Water Footprint Networkは、ウォーターフットプリントの概念を提唱したHoekstra氏らが設立した国際NGOであり、ウォーターフットプリント
の算出方法の開発・算出結果の公開等を行っている。

同団体の開発した算出方法は、前頁で紹介した環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」（平成26年8月）や、WWFにおけるウォーターフットプ
リント量調査（https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4586.html）等において参照されている

リンゴのウォーターフットプリント 1人あたりウォーターフットプリントの計算ツール

「居住国：日本」、「性別：男性」、「肉の消費度合い：平均的
（average meat consumer）」、「総年収：＄200」と入力した
場合の計算結果は下記の通り（単位：㎥）

（注）「Others（その他）」には、野菜油、イモ類、砂糖・甘味料、
動物性脂肪、ナッツ等が含まれる

https://waterfootprint.org/en/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4586.html
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②環境省ウェブサイト「バーチャルウォーター」（https://www.env.go.jp/water/virtual_water/）
 バーチャルウォーター量の計算ツールを公開

 身近な食品（生鮮品、加工食品等）82品目について、食品の量を記入することでバーチャルウォーター量を自動計算できる「仮想水
計算機」を掲載（左下図）

- 畜産製品4品目、主食8品目、野菜31品目、果物14品目、乳製品5品目、調味料12品目、飲料6品目、その他（豆腐等）2品目

- 同ページは、東京大学生産技術研究所沖研究室による研究結果および UNESCO報告書を基に環境省が作成

 その他、身近な料理のバーチャルウォーター量の紹介（右下図）、バーチャルウォーターの概念を解説するWeb漫画等を掲載

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

仮想水計算機 身近な料理のバーチャルウォーター量の紹介

https://www.env.go.jp/water/virtual_water/


39

水（ウォーターフットプリント）

 ウォーターフットプリントのフードガイドにおける紹介方法としては、主に下記の2種類が考えられる。
（①のみの採用、もしくは①＋②の採用を想定）

 ①ウォーターフットプリントの概念を紹介し、食品の生産～廃棄過程において水の消費・汚染が生じていることを周知

- 食品全般について、食品の食べ過ぎが水の過剰な消費・汚染に繋がることを周知できる

- 併せて、少数の食品のウォーターフットプリント量を紹介することで、同概念のイメージがしやすくなると考えられる
（例）「1kg のリンゴを生産してから廃棄するまでに、822リットルの水が消費または汚染されているという研究結果があります」等

 ②主要な複数の食品のウォーターフットプリントを比較できるように表示

- 同系統の食品（生鮮品、加工食品等）の中で、よりウォーターフットプリントの小さい食品の摂取を呼び掛けることができると考えら
れる

 （例）環境負荷低減に配慮して生産される農林水産物の摂取を推奨

- 別系統の食品のウォーターフットプリントを比較できるようにして示すことで、
比較的ウォーターフットプリントが小さいとされている食品の摂取を促すことができると考えられる

 ただし、「食事バランスガイド」に記載された、主食・副菜・主菜等の適切なバランスを保つことが前提である旨を示すべき
（ウォーターフットプリントを過剰に意識した結果、バランスが崩れてしまうことを防ぐ必要がある）

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション
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水（ウォーターフットプリント）

 ウォーターフットプリントの算出方法は複数存在し、採用する方法によって環境影響評価の結果は異なる。環境省「ウォーターフットプリント
算出事例集」（平成26年8月）においては、「水量と水質の統合化手法の相違によって評価結果が２桁異なるものも見られるなど、算出の目
的等にあわせた適切な手法の選択が重要である」ことが示唆された。

 ナッツ類は一般に健康に良いとされているが、生産する際に消費・汚染される水量が比較的多量である旨が指摘されている。したがって、
健康に良いとされる食品（生鮮品、加工食品等）であっても、品目によっては環境への負荷（水の消費・汚染量）の増加に繋がる可能性が
ある旨を考慮する必要がある。

 持続可能な食料システムによる健康な食事に関する「EAT-ランセット委員会」が発表した「The Planetary Health Diet」においては、
肉類の消費量を1日に14gまで抑制すべきとする前提の下、果物、野菜、ナッツ類等を摂取することを推奨している。

 一方、ナッツ類は豊富な栄養素（タンパク質等）を含んでいるところ、収穫量あたりの水の消費量は肉類に匹敵する場合があることが
指摘されている。

■検討課題・留意点等

ナッツ類 肉類

水
消
費
量

タ
ン
パ
ク
質
量

（出典）Davy Vanham, Mesfin M. Mekonnen, Arjen Y. Hoekstra,  Treenuts and groundnuts in the EAT-Lancet reference diet: Concerns regarding 
sustainable water use, Global Food Security, Volume 24, 2020



41

３．食料自給
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食料自給

①指標の概要

 食料自給率は国内の食料需要に占める国内生産の割合であり、品目別に算定される品目別自給率と総合的な指標として算定され
る総合食料自給率がある。

 総合食料自給率は飼料輸入分を控除して算定していることから、近年では飼料自給率を控除しない食料国産率についても提示され
るようになっている。

 また、飼料の自給状況を示す飼料自給率という指標もある。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

■食料自給に係わる指標
①品目別自給率：品目別に重量ベースで自給率を算定するもので以下の算式で算定される。

品目別自給率 ＝ 国内生産量/国内消費仕向量

②総合食料自給率：国内で消費される食料全体に対する国内生産量であり、供給熱量ベースのものと生産額ベースのも
のの2通りが示されている。なお、それぞれ輸入飼料を用いて生産した分は国内生産に含めずに算定している。一般的
に食料自給率という場合は、供給熱量ベースの総合食料自給率を指すことが多い。

供給熱量ベース食料自給率 ＝ 1人1日当たり国産供給熱量 / 1人1日当たり供給熱量
生産額ベース食料自給率 ＝ 食料の国内生産額 / 食料の国内消費仕向額

③食料国産率：現行の食料・農業・農村基本計画より位置づけられた指標であり、飼料輸入を考慮せず、単純に消費に示
す国内生産分を算定するものであり、供給熱量ベースと生産額ベースの2通りがある。

供給熱量ベース食料国産率 ＝ 1人1日当たり国産供給熱量 / 1人1日当たり供給熱量
生産額ベース食料国産率 ＝ 食料の国内生産額 / 食料の国内消費仕向額

④飼料自給率：畜産物に仕向けられる飼料が、国内でどの程度賄われているかを示す指標。「日本標準飼料成分表等」
に基づき、各飼料の重量をTDN（可消化養分総量）に換算して算定。

飼料自給率 ＝ 純国内産飼料生産量（TDNトン）／飼料需要量（TDNトン）
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

②設定の考え方/消費者に示す意義等

 環境に係わる多くの指標を包含

 食料自給率はもともと食料安全保障に係わる指標として取り扱われてきた経緯があるが、多くの食料や飼料等を海外からの輸入に
頼っている日本においては、海外からの輸入状況を表しているという点で近年の地球温暖化・気候変動、生物多様性の喪失等への
問題から環境面でも重要な指標であり、以下に示すとおり環境に関わる多くの指標を包含していることから、環境改善に繋がる指標
として示す意義はあると思われる。

食料自給が低下することについての環境面からの視点
◆土地利用

 今後も日本以外では人口の増加が継続することが見込まれ世界の食料需要が増大していくことが見込まれている中で、他
国（特に途上国）における農地開発の拡大を促進してしまう。

 特に、主に大豆の生産により森林の喪失が問題となっている。

◆水（ウォーターフットプリント）
 農作物の輸入は、海外において特に重要な資源である水を日本へと移動させる。

◆窒素

 海外において生産に投入された窒素が移入され、日本において窒素過多による環境汚染が生じる。加えて海外農地にお
ける窒素投入量の増加も引き起こす。

 ただし、生産物によっては日本で生産した方が環境への窒素放出量が多くなるという研究結果もある。

◆気候変動
 海外からの食料の輸入は大きなエネルギー消費を伴うことから、GHGの純排出量を増大してしまう可能性がある。
 ただし、移動に係わるGHG排出の比率は低いという側面もある。

◆国内の生物多様性保全

 国内農地の縮小により、農村における管理不足や耕作放棄等が生じ、生きものの生息地が失われてしまう。（わが国独自
の農村生態系は長期にわたって培われてきた水田農業に立脚しているものが多い）

 ただし、経済性や効率性を優先した農業の存在そのものが生物多様性に負の影響を与えているという見解もある。
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

②設定の考え方/消費者に示す意義等

 消費者に示す意義

 食料自給率は環境そのものを示す指標ではないが、ウォーターフットプリント、GHGなどに関係してくる、海外からの食料の輸入状況を
示す簡易的な指標として有効

 表示すべき指標の考え方

 第一義的には、消費者の購買行動に対する啓発的推奨行動として国産品の選択を促すという観点がある。その際の表示としては、国
産品であることに関する表示やそのルール等を示すことが有効であると考えられる。

 さらには、外食や中食がより広がることが予想される中、食料自給率の高い品目・低い品目について知る、また食事メニューにおける一
般的な自給率を知るということも有効な手段となり得る。そのためには品目別自給率の表示、食事別の一般的な自給率（総合自給率）
の表示等を行って広く啓発することも有効となり得る。（例えば肉類、油糧作物等の自給率の低さ等）

 また、環境の側面からは国産品であってもできる限り、消費地の近くで生産、加工された産品を消費することが有効であると考えられる
ことから、地産地消の意義についての周知や産地表示及びそのルール等を示すことも重要な観点であると考えられる。
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

③指標の状況

 総合食料自給率の推移

 総合食料自給率の推移を以下に示す。供給熱量ベース食料自給率は現在では40％を切り、37％となっている。

農林水産省「令和２年度 食料需給表」より作成
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

③指標の状況

 供給熱量ベース食料自給率の国際比較

 平成30年における諸外国との食料自給率の比較を示す。日本は韓国と並んで低い水準にある。

農林水産省「令和２年度 食料需給表」より作成
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

③指標の状況

 諸外国の供給熱量ベース食料自給率の推移

 諸外国の供給熱量ベース食料自給率の推移を示す。日本ほど大きく食料自給率が低下している国はないのが現状である。

農林水産省「令和２年度 食料需給表」より作成

アメリカ

カナダ

ドイツ
スペイン

フランス

イタリアオランダ

スウェーデン

スイス

オーストラリア

韓 国
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

諸外国の供給熱量ベース食料自給率の推移

アメリカ カナダ ドイツ スペイン フランス イタリア
オランダ スウェーデン イギリス スイス オーストラリア 韓 国

(%)



48

食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

③指標の状況

 品目別自給率

 品目別自給率は以下の通り。米や野菜、いも類が高い値となっている。

注：肉類、鶏卵、牛乳及び乳製品については、飼料自給率を考慮した値である。

農林水産省「令和２年度 食料需給表」より作成
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食料自給
■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

③指標の状況

 品目別自給率の推移

 減少率が高いのが、大麦、でんぷん、豆類、肉類、油脂類である。

注：肉類、鶏卵、牛乳及び乳製品については、飼料自給率を考慮した値である。

農林水産省「令和２年度 食料需給表」より作成
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■日本において紹介された例

食料自給

①フードマイレージ

 食料自給率そのものは環境への影響を示す指標ではないが、環境に係わる要素を包含しており、その一つがフードマイレージである。

 フードマイレージは1990年代に英国を基として広まった概念であり、近年では気候変動への関心の高まりから、カーボンフットプリン
ト等へと繋がる流れとなっている。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

農林水産省「平成22年食料・農業・農村白書」
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食料自給
■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

①食料自給の環境に対する影響と国産品の推奨

 食料自給率は環境そのものを示す指標ではないが、ウォーターフットプリント、GHG、フードマイレージなどに関係してくる、海外からの食
料の輸入状況を示す簡易的な指標として有効である可能性がある一方で直接的な指標ではないことからどのような形で示すかは検討の
必要がある。

 仮に示すとすると以下のような示し方が想定されるが、環境の観点から国産品を推奨できるかどうかは場合によるため、示し方を検討する
必要がある。

 食料自給率等は環境そのものを示す指標ではないが、土地利用、水、窒素などの様々な観点から環境に影響を与えるものであることを
示す。

 例えば、自給率を向上させた場合に、土地利用や水といった観点でどの程度の改善が見込まれるか、といったことを示すのも方法の一
つであると考えられる。

 そのうえで、食料安全保障なども考慮に入れて、食品選択において国産品を選択することを推奨する。

②品目別・食品別の自給率

 生鮮品、加工食品の選択の参考として、品目別・加工食品別の自給率を示す。
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食料自給

①指標が持つ課題

 供給熱量ベースの食料自給率

 一般的に自給率については供給熱量ベースの食料自給率を指すことが多いが、環境負荷の面を適切に表現するには以下の点に留
意が必要である。

- 供給熱量ベースの食料自給率については、例えば野菜（特に緑黄色野菜）が占める比率は低く、これらの国内供給を高めたとして
も供給熱量ベース自給率に与える影響はわずかとなる。野菜の場合は施設栽培等も多く、その場合は環境への負荷も高くなるが、
これらの影響が過少に見積もられる可能性がある。この問題については、例えば生産額ベースで示すことで若干回避できる可能
性がある。また、 品目別自給率を示すことでも回避が可能となる。

- 本指標は食料部分だけに着目した自給率であり、それらに用いられるエネルギー全体を含めた指標ではない。供給熱量ベース食
料自給率は、飼料生産のみ輸入を想定しているが、実際の農業生産にはエネルギー、農地、水、肥料、農薬といった様々な投入
要素があり、環境面からはそれらも含めて評価することが望ましい。

■検討課題・留意点等
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４．有機農業



54

有機農業

①指標の概要

 有機農業は、「生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理シス
テムである」とされ（農林水産省HP「【有機農業関連情報】トップ～有機農業とは～」）、国際的な委員会（コーデックス委員会）が作成
したガイドラインに生産の原則が規定されている。

 我が国では、平成18年度に策定された「有機農業推進法」において、以下の方法で行われる農業と定義されている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
 遺伝子組換え技術を利用しない
 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する

 有機食品の認証制度として、有機JAS制度があり、登録認証機関の検査により基準に適合していると認証された生産者等のみが有
機JASマークを利用することができる。

 有機農産物については、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力
を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において以下に示すよ
うな「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物を示している。

 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じてい
る

 は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しない
 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない



55

有機農業

①指標の概要（つづき）

 世界における有機食品市場の状況

 世界の有機食品売り上げは右肩上がりで上昇しており、2018年では約11.6兆円（1050億ドル）であり、日本は中国に次いでアジアで
２番目となっているが、国民1人当たりの消費額とともに欧米諸国に比べて高いとは言えない。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における有機食品消費の状況

 農林水産省の調査によると週に1回以上有機食品を利用している割合は
17.5％となっており、有機食品を利用しているうちほとんど全て「有機」を購
入していると回答した割合は9.6％であった。

 また、有機食品という言葉を知らなかったと回答した割合は約１割であり、9
割以上に認知されている。ただし、有機食品の表示に関する規制について
は6割程度が知らなかったと回答している。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

農林水産省（2018）「平成 29 年度 有機食品マーケットに関する調査結果」
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 世界における有機農業の取組状況

 世界の有機農業への取組面積は2004年から2018年の間で約2.4倍に拡大し、全耕地面積に占める割合は1.5％となっている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」



58

有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における有機農業の取組状況

 日本での有機農業取組面積は23.7千haで約0.5％（有機JAS認証を取得していない農地を含む）となっている。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

資料：農林水産省「有機農業をめぐる事情」
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有機農業

①指標の概要（つづき）

 日本における今後の取組

 農林水産省は令和3年に「みどりの食料システム戦略」を示し、2050年に向けて有機農業の取組面積を25％（100万ha）にまで拡大
させるとした。（欧州は2050年までに25％を目標）

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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有機農業

②設定の考え方/消費者に示す意義等

 消費者に示す意義

 有機農業については、一般的には環境への負荷が低い農業生産手法であると認識されており、特に生物多様性の面からは負荷が
低いと認識されている。

 さらに、水質保全、土壌肥沃度、地球温暖化防止（土壌炭素貯留）、土壌侵食防止、資源（窒素等）の利用効率、動物福祉の面から慣
行農業よりも環境負荷が低いという研究成果も提示されている。

 一部で、単収の低さに起因して農地面積の拡大に繋がるという考え方も提示されており、単収を増加させて農地面積を減らす方が環
境負荷が低いという考え方もある。ただし、これらについては、将来的には品種改良、営農技術向上等により解決されていく可能性が
ある。また、国内においては遊休農地を活用することで環境に過度な負担をかけずに生産を拡大できる可能性がある。また、有機農
業は土づくりやサプライチェーンといった農業のシステムそのものを変更するものであり、単純に慣行農業から切り替えた場合を想定
して両者を比較するべきではないという意見もある。

 また、特に水田農業においては有機農業によるメタン発生についても指摘されている。これについても営農技術向上等により解決さ
れていく可能性がある。

 政策的には、「みどりの食料システム戦略」において大幅な取組の拡大を目指している。これは日本に限ったことではなく、EUにおい
てもFarm to Fork 戦略において2030年までに25％まで増加させることを目標に置いている。

 設定の考え方

 仮に有機農業を推奨するのであれば、定量的な指標で示すものではなく、消費者が有機農産物、有機食品を選択するような行動を
推奨することが必要である。

 そのために、前述した有機JASをはじめとした認証制度の認知向上と選択の推奨を行うことが求められる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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水田における栽培方法と生物群の多様性との関係

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例

 農研機構は令和元年に「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」として、有機・農薬節減栽培の水田では慣行
栽培よりも多くの動植物が確認できると発表。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農研機構「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」

有機栽培、次いで農薬節減栽培は慣行栽培よりも複数の生物群の種数または個体数が多いこ
とがわかりました。また、個別の管理法の影響は生物群によって大きく異なります。
1 植物は種数、鳥類は種数と個体数、その他は個体数を評価しました。
2 それぞれの除草剤に含まれる成分の種類数を足し合わせた数。
3 ネオニコチノイド系またはフェニルピラゾール系。
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水田における栽培方法と生物群の多様性との関係

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

有機栽培の水田面積が多い地域ほど、サギ類などの水鳥類の種数・個体数が多いことが分
かりました。実線は種数および個体数の推定値を、灰色はその95%信頼区間を表します。

出典：農研機構「（研究成果）有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明」
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有機農業の地球温暖化防止効果の調査結果

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農林水産省「有機農業をめぐる状況」2019
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海外での有機農業の効果に関する研究事例

有機農業

①有機農業が環境にもたらす効果に関する最近の研究・調査事例（つづき）

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：農林水産省「有機農業をめぐる状況」2019

ハインリヒ・フォン・チューネン研究所（ドイツ連邦政府のシンクタンク）の報告

2019年、528の既往の調査文献における2,816件の有機農業と慣行農業の比較調査結果

を整理し、有機農業では、水質保全、土壌肥沃度、生物多様性、地球温暖化防止（土壌炭素
貯留）、土壌浸食防止、資源（窒素等）の利用効率、動物福祉の面で有意な差がある（有機農
業の方が優良）旨整理。

（https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060722.pdf をもとに農業環境対策課が整理）

https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060722.pdf
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有機農業
■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

①有機農産物・有機食品の選択の推奨

 生鮮品、加工食品を選択する際に、有機農産物・有機食品を取り入れることを推奨するとともに、有機食品の認証制度である有機JAS制
度等を示す。

 有機農産物・有機食品が環境に対してどのような好影響を与えているかについて説明すると共に、世界での有機農業を取り巻く状況等に
ついて紹介する。
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有機農業

①有機農業の環境負荷について

 収穫量の低さに起因する問題

 有機農業については単位面積当たりの環境負荷は低いが、単収が低い分だけ多くの農地面積が必要となる。加えて、収量当たりの
環境負荷については高くなるとの研究結果も示されている。

■検討課題・留意点等

■有機農業の環境への悪影響についての研究事例

 有機農業の環境に与える影響に関するメタ分析により、有機農業は土壌有機物含有量が高く、面積当たりの栄養損失
（窒素流出、亜酸化窒素排出量、アンモニア排出量）が少なくなるが、作物生産量単位とすると慣行農業よりも高くなる。
（L.TuomistoaI, D.Hodgeb, P.Riordana, D.W.Macdonalda, ”Does organic farming reduce environmental 
impacts? – A meta-analysis of European research”, Journal of Environmental Management, Volume 112, 15 
December 2012, Pages 309-320）

 仮に、イングランドとウェールズにおいて100％有機農産物へとシフトすると、国内供給不足を補うために、海外の土地
利用が増加し、GHGの純排出量が増加する。(Laurence G. Smith, Guy J. D. Kirk, Philip J. Jones & Adrian G. 
Williams, “The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic 
methods”, Nature Communications volume 10, 2019, Article number: 4641)

 水田におけるメタン発生

 有機農業と併せてカバークロップ等を利用した場合に、水田からのメタン発生が増加する（炭素貯留量は増加）との研究成果もある。

 ただし、有機農業に限らず一般に、中干し期間の延長や稲わらの秋すき込み（秋耕）等によりメタン発生を抑制することができる。

■水田におけるメタン発生についての研究事例
 有機農業を行った水田からのメタン排出量を計測したところ慣行農業よりも大きいという報告がある。（当真 要,丸山 明

日香,大森 信吾,永田 修,上野 秀人「有機栽培水田における水稲生育・収量・品質の評価とメタンおよび亜酸化窒素発
生に関する研究」愛媛大学農学部農場報告,35）

 日本の温室効果ガスインベントリで水田からのメタン排出量の算定に使用しているDNDC-Riceモデルでは、稲わらや
堆肥の施用量に応じてメタン排出量が変化することから、有機農業の推進で有機物の施用量が増えればメタン排出量
も増加することになる。
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５．生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）
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生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）

①指標の概要、設定の考え方

 生態系や生物多様性に配慮した方法により生産された食品について、認証などの一定の手段による表示・コミュニケーションの有無を指標
とし、認証等がある商品や、配慮していることを確認できる商品の選択を推奨する。

 具体的には下記が含まれ得る。

 有機JAS認証を受けた有機農産物・加工食品などの選択を推奨する。

- 有機農業と生態系・生物多様性についての詳細は有機農業の項を参照

 MSC認証（漁業）、ASC認証（養殖）、MEL認証（漁業・養殖）など、水産エコラベル商品の選択を推奨する。

 生物多様性に配慮した生産・資源管理や、その産物等を活用しての情報開示・コミュニケーション活動などの取組みに関心を持ち、
関連する産物・商品等の選択や、またそのコミュニケーション活動を通じ生態系や生物多様性と食の関わりを意識することを推奨す
る。

など

②消費者に示す意義

 食はそもそも生物に由来し、本来的に生態系や生物多様性に基盤がある。また、生産活動は、その土地利用や採捕を通じ直接的に生態
系や生物多様性に大きな影響を与える活動である。しかし、生態系や生物多様性は、温室効果ガスや水のように特定の物質ではなく、そ
の構成要素が多く、かつ構成要素間の関係が複雑であるとともに、各地域の環境に応じた健全な状態があることから、定量的または統一
的な指標化が困難な分野である。

 そこで、生態系や生物多様性に配慮した方法による生産という活動内容の適用の有無に着目し、適用されたものであることを一定の方法
で消費者に認識・確認可能にして、選択してもらうことが有益である。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）
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生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）

①有機農産物・加工食品の認証商品の選択

 有機農業の項を参照。

②水産エコラベル商品の選択

 政策上の必要性

 日本では各種行政計画・施策に位置づけ、水産エコラベルの普及推進に注力している。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：水産庁（令和3年12月）「水産
エコラベルをめぐる状況について」

※左記のほか、輸出促進対策の観
点からは「農林水産業・地域の活力
創造プラン」（令和２年12月15日農

林水産業・地域の活力創造本部改
訂）、「養殖業成長産業化総合戦略
（令和3年7月農林水産省）でも水産

エコラベルの普及推進が位置付けら
れている。
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生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）

②水産エコラベル商品の選択－つづき

 エビデンス

 水産エコラベル商品は、第三者認証により、“生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物”にエコラベルを付
与したものであり、この認証制度の性質自体が生態系配慮のエビデンスである。

 現在、国際的には、FAOの「海洋漁獲漁業からの水産物のエコラベリングのためのガイドライン」（2005年策定、2009年改訂）、「養殖
認証に関する技術的ガイドライン」（2011年策定）によって、水産エコラベルの認証基準・手続等の標準化指針を提供している。

 2013年2月に持続可能な水産物の普及を目的に設立された国際プラットフォーム、GSSI（Global Sustainable Seafood 
Initiative）は、FAOの「責任ある漁業のための行動規範」（1995年採択）と上記ガイドラインを基礎に、Global Benchmark Toolを
開発し、これによる各認証スキームの承認に取り組んでいる。

 日本国内で活用されている主要水産エコラベルは、MSC認証（漁業）、ASC認証（養殖）、MEL認証（漁業・養殖）であり、いずれも
GSSI承認スキームである（※なお、ASCについてはサーモン、エビのみがGSSI承認対象）。

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

出典：水産庁（令和3年12月）「水産
エコラベルをめぐる状況について」

＜MSC漁業認証規格の三原則＞

１．資源の持続可能性

- 過剰な漁獲を行わず資源を枯渇させないこと。枯
渇した資源については、回復を論証できる方法
で漁業を行うこと。

２．漁業が生態系に与える影響

- 漁業が依存する生態系の構造、多様性、生産力
等を維持できる形で漁業を行うこと。

３．漁業の管理システム

- 原則1、2を満たすための地域や国内、国際的な

ルールを尊重した管理システムを有すること。ま
た、持続可能な資源利用を行うための制度や体
制を有すること。

出典：Marine Stewardship Councilウェブサイト
（https://www.msc.org/jp/standards-and-
certification/MSCstandardjp/MSCFisheryJP）

https://www.msc.org/jp/standards-and-certification/MSCstandardjp/MSCFisheryJP


71

生態系（生態系に配慮した生産・資源管理）

①認証商品の選択可能性

 フードガイドで示し、広く消費者の選択を推奨するには、一般的に消費者が選択可能な状況にあることも重要である。また、持続可能な食
を支える観点からは、消費者の選択を通じた生態系への配慮が相応の規模に拡がり得るものであることも必要である。有機JAS認証商品
や、水産エコラベル商品は店頭でも徐々に増えてきているが、推奨できる水準であるかどうかの考慮が必要である。認証商品をより一般的
に消費者が選択しやすくなるよう、事業者による認証取得や認証商品増加の取組みの一層の普及も必要と思われる。

 他方、フードガイドで示すにあたっては、食品へのアクセス、いわゆる買い物弱者問題にも留意が必要である。一般的にこれらの認証商品
は非認証商品と比べ高価格帯にあることが多い。そのこと自体は、生産過程における生態系をはじめとする環境配慮や、加工流通過程に
おける混入防止等の手間・コストを適切に価格に反映し、これらの取組の持続性を確保する観点から重要なことである。しかし一方で、一
部の消費者にしか選択できないことにならないかについて留意が必要である。

②生物多様性に配慮した生産・資源管理等の取組みについて

 生物多様性に配慮した生産・資源管理や、その産物等を活用しての情報開示・コミュニケーション活動などの取組みは、様々な活動パター
ンが存在し、各地域・各団体がそれぞれにスキームを構築して取り組んでいるものである。地域の実情に応じた取組の展開や、地域独自
のブランド形成、消費者とのより深いコミュニケーションを通じた産地やその生態系・生物多様性への理解など、柔軟で多様な可能性に開
かれている。一方で、こうした取組みについて認定ラベルが付いた商品の中には、様々なレベルのものがある。認定ラベルは１つの目安で
あって、ラベルが付いていないからといって必ずしも環境に悪いとは限らない点にも留意が必要である。

 以上から、標準化された基準に従って認証された有機JAS認証商品や水産エコラベル商品を選択するのと異なり、消費者にとっては選択
するうえでのリテラシーが必要になってくる面もある。

 こういった点に留意して、フードガイドに反映するかどうか、反映する場合には有機JAS認証商品や水産エコラベル商品との違いを踏まえ
た提示が必要になると思われる。

■検討課題・留意点等

①認証商品等の選択の推奨

 食品（生鮮品、加工食品等）を選択する際に、認証商品を取り入れることを推奨するとともに、信頼性のある認証制度の認証マーク（有機
JAS認証、MSC認証、ASC認証、MEL認証など）を例示する。

 各地域で生物多様性に配慮した農林水産業に取り組んでいる生産者がおり、産物・商品等を通じ表示や情報発信をしていることがある。こ
れらの取組みに関心を持って応援することを推奨するとともに、先進的な取組事例を簡潔に例示する。

 以上について、週当たりの取り入れ頻度などを推奨することも考えられる。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション



72

６．食品ロスと廃棄物



73

食品ロスと廃棄物

 指標の概要／設定の考え方

 フードガイドにおいて、消費者に対して食品ロス・食品廃棄物量が少ない行動をとることを促すことが考えられる。

- 消費者が食品（生鮮品、加工食品等）を購入・調理・喫食する場面で、実践できる食品ロス等の少ない食生活行動の例は下記。

- 上記に加え、生産地で発生する食品廃棄物等を削減するための行動の例として、規格外野菜の購入・活用等が挙げられる。

- また、食品ロス等の削減に当たっては、余剰食品等を社会全体で有効活用する取組も重要と考えられる。
例：知り合いにおすそ分けする、フードドライブ（家庭等で発生する余剰食品を必要としている団体等に寄附する活動）に参加する

 消費者に示す意義

 上表に示した食品ロス削減に寄する行動のうち、適量注文・適量購入は、「食事バランスガイド」における適量摂取のメッセージと親
和性が高く、栄養面とは別の観点からより好ましい食生活行動を促すことに繋がる可能性がある。

 その他、 食品ロス・食品廃棄物に関する情報発信は、食への関心の醸成や、食品の管理・調理等に関する知識技能の伸長に資する
可能性があり、食育の一環として取り組む意義があると考えられる。

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

食品ロスの発生場所 消費者が実践することのできる食品ロス等の少ない食生活行動の例

小売店  すぐに食べることが決まっている食品については、残り期限が少ないものも積極的に購入する

外食店
 食べきれる分のみを注文し（適量注文）、食べきれない分については持ち帰りを検討する

（ただし店の従業員の説明をよく聞き、衛生面に十分注意する）
 苦手な食べ物が入っていないかを事前に確認する

家庭

 食品を購入する前に冷蔵庫等の中身を確認する（食べきれない分を買わない）
 食品が余った場合等には、食品を使い切るためのレシピを検索する
 期限表示を正しく理解し、食品を適切なタイミングで使用する
 食品の特性を踏まえ、適切な保存方法・調理方法を取る

（出典）下記に示す関係省庁ウェブサイトの掲載情報を基に作成

農林水産省ウェブサイト「今日から始める食品ロス削減のためのヒント」（https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_04.html）

環境省ウェブサイト「食品ロスポータルサイト 消費者向け情報」 （http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/general.html）

消費者庁ウェブサイト「食品ロスについて知る・学ぶ」（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/）

（参考）食品ロス・食品廃棄物の削減のために事業者が実践できる行動に関する取りまとめ・情報発信も実施されている

例： 飲食店における食べ残しの削減のための事業者側の取組を取りまとめた「飲食店等の食品ロス削減のための好事例集」（令和元年10月更新, 農林水産省）を公表

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_04.html
http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/general.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/
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 （参考）推奨する食生活行動の抽出の考え方

 フードガイドの中で推奨する食生活行動を抽出するにあたっては、諸研究・モデル事業等によって、食品ロス・食品廃棄物の削減効果
が確認された行動を特に取り上げることが考えられる。

- 国内においては、前頁で取り上げた食生活行動の一部につき、諸研究・モデル事業等において削減効果を検証

- また、食品ロス削減のための消費者に対する主要な介入行動（啓発等）について、食品ロス削減効果を算出した研究結果も存在

 （例1）食品の提供皿のサイズの最適化により削減された食品廃棄物量：最大57%
 （例2）啓発キャンペーンの実施により削減された食品廃棄物量：最大28%

- ただし、既存の研究等において食品ロス・食品廃棄物の削減効果が確認されていない行動であっても、一定の効果もしくは実施の
意義が見込まれているものについては、フードガイドへの掲載が適切である場合があると考えられる

■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

食品ロスの
発生場面 食生活行動の例 諸研究・モデル事業等における削減効果の検証結果

小売店
 すぐに食べることが決まっている食品は、残り

期限が少ないものも積極的に購入する

 消費期限・賞味期限が短くなったことを理由に値引きされた商品、もしくは値
引き直前の商品の積極的な購入を呼び掛ける「てまえどり」キャンペーンを1
か月間実施（2018年10月）

 前年の同時期（2017年10月）に比べ、食品廃棄率は15.75%減少
 ただし同キャンペーンを実施していない店舗でもおおむね同様の傾向を観測

（2018年、生活協同組合コープこうべ・神戸市実証事業）

外食店
 食べきれる分のみを注文し（適量注文）、食べ

きれない分については持ち帰りを検討する

 ドギーバッグの配布を実施したモデル店舗を対象に実施したアンケートにお
いて、モデル事業期間中（2020年12月-2021年1月）の生ごみ量が、事業期
間前より減ったと回答したのは約4割（回答店舗数：25）
（2020年度、札幌市実証事業）

（出典）Christian Reynoldsら, “Review: Consumption-stage food waste reduction interventions – What works and how to design 
better interventions” , Food Policy, Volume 83, February 2019, p.7-27
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①我が国の食品ロス量・食品廃棄物量全般に関する情報

 食品ロス削減に関する国の目標：

 事業系食品ロス：2000年度比で2030年度までに半減（273万トン） ※食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針

 家庭系食品ロス：2000年度比で2030年度までに半減（216万トン） ※第四次循環型社会形成推進基本計画(平成30年6月19日閣議決
定)

 わが国における食品ロス量・食品廃棄物量 ※農林水産省・環境省推計

 食品ロス量（令和元年度）：約570万トン（うち事業系309万トン、家庭系261万トン）
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/211130.html

 食品廃棄物等の発生量（平成30年度）：約2,531万トン（うち事業系1,765万トン、家庭系766万トン）
https://www.env.go.jp/press/109519.html

 事業系食品廃棄物等の発生量の内訳（令和元年度）：食品製造業1,422万トン、食品卸売業25万トン、食品小売業119万トン、外食産業
190万トン
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-13.pdf

②その他の補足的情報

 生鮮野菜の廃棄について

 神戸市では、同市が実施したモニター調査において、手付かずで捨てられた食品のうち生鮮野菜が3分の1を占めていることを公表。同
データを踏まえ、生鮮野菜の保存や使い切りの方法や、野菜を食べきるためのレシピ集等を同市ホームページで公開している。
https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/genryo/namagomi/namagomi/shokulosspoint.html

 秋田市においても、同市が年4回実施するごみ組成調査において、手付かずで捨てられた食品のうち生鮮野菜の割合が多いことを踏ま
え、同様に生鮮野菜の保存・使い切りの方法等の情報発信を実施している。
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1027355.html

 食品の産地廃棄について

 （参考）国際NGOであるWWFは、独自調査において、年に約12億トンの食品が産地（農場等）で廃棄されていると公表している。
Driven to Waste Global Food Loss on Farms | WWF (panda.org)

■推奨行動をガイド・後押しする情報・エビデンス等

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/211130.html
https://www.env.go.jp/press/109519.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-13.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/genryo/namagomi/namagomi/shokulosspoint.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1027355.html
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
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 食品ロス削減を呼び掛けることにより、食品を捨てるのがもったいないという考え方から、「食事バランスガイド」が提示するサービング数を
大きく超えた喫食を促してしまう恐れがある。適量摂取が前提であることを示すための方法を検討する必要がある。

 前述の通り、外食店舗で発生する食品ロス量を削減するための消費者行動として、「苦手な食べ物が入っていないかを事前に確認する」こ
とが挙げられる場合がある。偏食行動に繋がらないよう、料理グループや栄養素のバランスを取ることが前提であることを示す方法を検討
する必要がある。

 食品ロス・食品廃棄物の発生量について、一部の自治体・企業等が公表するものを除いて食品種類別のデータは公表されていないため、
特定の食品の種類（野菜等）の選択を促すための指標として活用することは難しい。

■検討課題・留意点等

 食品ロス・食品廃棄物の概念、およびその発生状況（発生量等、前頁に記載）を示すと共に、
食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動の例を紹介することで、これらの行動の実践を呼び掛けることが可能と考えられる

 食品ロス・食品廃棄物が少ない食生活行動を示すに当たっては、消費者にとってわかりやすい情報提供を行うため、
食品（生鮮品、加工食品等）の購入・調理時等に実践すべき行動を、場面別に、具体的に示すことが有効と考えられる

 掲載する情報の例

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

場面 食生活行動の例

小売店  すぐに食べることが決まっている食品については、残り期限が少ないものも積極的に購入しましょう

外食店
 食べものを注文するときは、できるだけ食べきれる量のみ注文しましょう
 食べきれない分については、持ち帰ることができるかどうか、お店に確認しましょう

持ち帰った食品は、お店の指示に従い、適切な方法で持ち帰って早めに食べましょう

家庭  買い物に行く前に、冷蔵庫の中身を確認し、食べきれない分を買わないようにしましょう
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■食生活に関わる推奨行動と指標（指標の概要・設定の考え方/消費者に示す意義等）

①指標の概要、設定の考え方

 日常の食生活や、旅行先などでの食選択において、地元産の産物や在来品種の作物、郷土料理など、当該地域において現在または歴史
的・文化的に特色のあるものを取り入れることを推奨する。

 また、上記に関する背景や調理法を含む産地や風土の特性に関する情報に触れることを推奨する。

 ここで推奨される食生活に関わる行動は、直接的に個別の環境側面に影響や効果を与えるものではない。しかし食の持続可能性の基盤
にある自然と、その多様な自然環境や生物多様性に育まれた産地を中心とするフードシステム全体に対する消費者の想像力と理解を醸
成する。そして、こうした産地や風土に根差した産品について一定の選択が継続されることを通じ、間接的に在来品種や伝統的食文化の
維持・継承ひいては産地の活性化につながり、食料安全保障や、品種の多様性、生物文化多様性の保全などレジリエンスを高めることに
寄与すると考えられる。

 ここでの指標は、言わば、食に関わるなんらかの地域的特性であり、その例示が地元産の産物や在来品種の作物、郷土料理などである。
そして、これらの情報に触れ、取り入れることが推奨行動である。

 地元産や在来品種、郷土料理などを選択することが、例えば必ずしもGHG排出量が少なくなるとは限らず、生産方法によっては直接的に
環境優位性があるとは限らない点に留意が必要であり、この食選択行動を単に量的に増やすことが推奨されるわけではない。

 環境の視点では、あくまで食の持続可能性を意識面やレジリエンス面で支える基盤として、食卓の先に広がる世界とその多様性の理解を
深めていくことが主眼になると考えられる。

地元産の産物を取り入れる

在来品種の作物を取り入れる

郷土料理を取り入れる

産地や風土の特性に関する情報に触れる
（上記の背景、歴史文化、調理法等）

生産者、産地の維持・継承

在来品種の維持・継承

伝統的食文化の維持継承

産地、風土に育まれた食への関心
フードシステム全体への想像力と理解

産地・地域のブランド
価値の創造

地域への愛着・誇り

【消費者の食生活行動】

産地、風土の特性を
育んだ多様な自然
環境や生物多様性
など持続可能な食へ
の関心・理解の深化

食料安全保障

品種の多様性の保全

生物文化多様性の保全

食の持続可能性

【フードシステムのレジリエンス】



79

産地、風土の特性
■食生活に関わる推奨行動と指標

②消費者に示す意義

 上記の通り、食の持続可能性の基盤にある自然と、その多様な自然環境や生物多様性に育まれた産地を中心とするフードシステム全体
に対する消費者の想像力と理解の醸成に寄与する意義がある。

 その結果として、食と環境、生態系・生物多様性など持続可能な食に対する関心と理解を高め、他の環境の視点における、消費者のより
積極的・能動的な食生活行動を促進する可能性がある。

 在来品種や伝統的食文化の維持・継承には、一定程度、消費者によって取り入れられ続ける必要がある。食料安全保障には、産地が持
続的である必要もある。また、在来品種や伝統的食文化は、地域資源として有効活用することで、ブランド化や観光資源利用など、産地や
地域の活性化にも繋がるポテンシャルを有する。

 こうした状態を持続的に維持することで、食料安全保障や、品種の多様性、生物文化多様性の保全などレジリエンスを高め、食の持続可
能性を支えることに繋がる。

 上記については、一般消費者に示すだけではなく、学校教育にお
いて、食を通じ地域の社会や文化、経済、環境を知る食育におい
ても重要である。従来の食育の中でも、「食育ガイド」（農林水産
省）で、“健全な食生活”を核にしながら、“生涯にわたる食の営み”、
“生産から食卓まで（食の循環）”、そして“地域とのつながり（生活
の場での交流や食の情報）”とこれを支える“自然・文化・社会経
済”の「実践の環」を提示して実践されている。こうした従来の食育
の考え方と関連づけながら、産地、風土の特性を含む環境の視点
を学校教育における食育にも取り入れていくことで、効果的な普及
に繋げることができる。

出典：「食育ガイド」
（農林水産省）
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①指標の性質

 生物文化多様性や在来品種・在来知などの重要性は知られているが、地元産や在来品種、郷土料理を選択すること自体が、環境に直接
的な影響・効果をもたらすものではないことからエビデンスの提示が困難である。

 また、地元産や在来品種、郷土料理を選択すること自体は、それぞれの生産方法や調理法により例えば必ずしもGHG排出量などの環境

優位性があるとは限らない点に留意が必要である。むしろ、消費者の想像力や理解の醸成や、地域的な特性の選択による産地、風土の
多様な特性の維持・継承を通じ、総合的・複合的に食の持続可能性に関わるレジリエンスを高める意義を考慮することが妥当である。

■検討課題・留意点等

①地域の特色ある食品（生鮮品、加工食品等）、料理の取り入れの推奨

 食品（生鮮品、加工食品等）の選択や料理に、地域の特色のあるものを取り入れ、その背景や調理法を含む産地や風土についての情報に
触れることを推奨し、下記のような具体的な行動を例示する。

 地元産（地産地消）、伝統野菜（在来品種）など、その地域で現在または歴史的・文化的に特色のある食品（生鮮品、加工食品等）を
取り入れる。

 地域で旬のものを取り入れ、その地域の自然・四季とともに楽しむ。

 地域に根差した郷土料理や、その食材、調理法を取り入れる。

 上記について、その背景にある産地や風土の特性に関する情報に関心を持ち、学ぶ。

■フードガイドで想定されるガイド・表現のオプション

※「地産地消」について

 地産地消については、「大気（GHG排出量）」、「食料自給」、「産地、風土の特性」などに関連する。

 GHG排出量の観点からは、生産でのGHG排出量が大きい牛肉などでは、輸送による排出量の占める割合が小さく、地産地消を推奨することによ
る効果が限定的となる場合があり、さらに生産地の選択より食品（生鮮品、加工食品等）の選択の方がGHG排出量への影響が大きい場合もある。
ただし、同じ食品（生鮮品、加工食品等）の選択においては地産地消の方がGHG排出量は小さくなる。

 食料自給の観点からは、地産地消も国産品選択を包含する行動となるので、地産地消は推奨できる。また、同じ国産品を選ぶ中では、環境の視
点からは地産地消のほうが望ましいと考えられる。GHG排出量の観点では上記と同様であるが、第五次環境基本計画で提唱されている「地域循
環共生圏」（各地域が自立・分散型の社会を形成し、地域資源等を補完し支え合う社会像）の創造の観点からも地産地消は推奨される。

 上記に加え、産地、風土の特性の観点から、フードシステム全体に対する消費者の想像力と理解を醸成し、食料安全保障や、品種の多様性、生物
文化多様性の保全などレジリエンスを高め、食の持続可能性を支えることに繋げていく基盤として、地産地消の推奨は重要である。
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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。



86

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/
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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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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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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
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（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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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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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。
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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。
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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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Dietary Guidelines for the Brazilian Population

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/
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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・農業省によるフードガイドの普及支援（食の情報センター）

■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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フードガイドに関連する学習教材

■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



116

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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The Swiss food pyramid

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）

■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


120

市民による啓発漫画キャンペーン

• スイス栄養協会では、市民からの啓発漫画キャンペーンを実施し、優れた作品をHPで公開している。

• 下記のレモさん（39歳）の作品「パートタイム・ベジタリアン」では、食肉による環境負荷が食品全体の1/4であることを知った主人公が、パートタイム・ベジタリアンに
なって、肉を食べる回数を1週間に2回までに減らす様子が環境負荷のデータとともに描かれている。

• 漫画は、英語版のほか、ドイツ語版、フランス語版で作成され、インターネットでダウンロードできる。

• その他の入選作は、食品ロス削減、地産地消、節約などをテーマにしており、全部で6話が紹介されている（各話の概要は次ページ参照）。

出所）スイス栄養協会ウェブサイト（https://www.sge-ssn.ch/media/01_sge_NG20_Remo_Stripe_E_korr.pdf）2021年12月20日アクセス

https://www.sge-ssn.ch/media/01_sge_NG20_Remo_Stripe_E_korr.pdf
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市民による啓発漫画キャンペーン

タイトル あらすじ 環境の視点 ヒント

パートタイム・
ベジタリアン

 肉が食品による環境影響の1/4以上を占
めることを知り、肉消費量を減らす決心

 肉を食べるのは週1、2回。肉を食べる時
は以前よりも楽しんで食べている

 豚肉1kgの生産に必要な資源
 飼料（穀物、大豆）：5.5kg
 水：1，073リットル
 農地：10ｍ2
 温室効果ガス排出：7.3kg（CO2換算）

 エンドウ豆1kgの生産に必要な資源
 飼料：0kg
 水：353リットル
 農地：7m2
 温室効果ガス排出：0.9kg（CO2換算）

（※）水と農地は飼料の栽培を含む

 肉を使用しない新しい食事を試す。料理
本やインターネットでレシピのヒントを得る
ことができる

 タンパク質や他の栄養素は、より少ない
肉または肉なしでもカバーできる

 環境や動物を保護する方法で製造された
肉（例：スイス有機肉）を買う

 穀物や大豆の代わりに粗飼料（牛）また
は食品加工副産物（鶏、豚）のみを給餌さ
れた動物由来の肉を肉屋さんやスーパー
マーケットに頼む

ゆっくり味わう  料理が趣味の女性が健康な食事を心が
けているが、以前にルームメイトが健康な
食事はおいしくないと言ったことが気に
なっている

 その女性は、健康な食事には特別な制限
はなく、ある種の食品を増やしたり、減ら
したりして多様な食品を食べれば良いこと
に気付き、ルームメイトにもそのことを教
えながら、ゆっくりと食事を楽しんでいる

 バランスの取れた食事は、幸福感を増し、
心臓血管系疾患などの病気を予防する

 植物系食品の多い食事は理想的であり、
例えば、野菜、果実、穀物製品、イモ、豆、
ナッツ、植物油を多く取り、動物系の食品
の量を減らす

 バランスの取れた食事は、より持続可能。
フードピラミッドにもとづく食事は、健康に
良いだけではなく、現在のスイスの環境
フットプリントを大きく削減する

 時間をかけて食事を取り、リラックスして
静かに食事を楽しむ

 パートナーや家族、友人など、誰かと一緒
に食事を楽しむ機会を増やす

 携帯電話、TV、印刷物などの気が散るも
のは避け、食事の外観、匂い、味、音や
感覚に注意を向ける

 食品の多様性を楽しむ。多様な食品を食
べ、時に何か新しい食品や調理法を試す

食品廃棄物と
戦う

 捨てられる食品によって世界人口のすべ
てが食べていけることを知り、食品を捨て
ることに対して罪悪感を覚える

 週1回冷蔵庫の中を確認して、すぐ食べる
必要がある食品を冷蔵庫の棚の前方に
置くとともに、その写真を撮ってスマホで
家族に送るようになる

 家族も写真を見て、メニューのアイデアを
出すようになり、食品の廃棄が減って食
費も節約できるようになる

 生産された食品の約1/3が廃棄される
 家庭は食品廃棄物を2番目に排出。年間

1人当たり平均92kgの食品を廃棄
 食品廃棄は、エネルギー、水、農地、その

他の資源の浪費であり、GHG排出を増加
させ、温暖化にともなうグローバルな食品
価格の上昇と飢餓をもたらす

 廃棄削減は、人と環境にとって多くの利益
をもたらし、お金の節約（世帯当たり年間
600スイスフラン）にもなる

 買物前に冷蔵庫を見て買物リストをつくる
 必要な量以上に買わないようにする
 食品を適切な方法で保存する
 賞味期限表示は、その日付以降でも食べ

られることがある。食品を捨てる前に、感
覚（外観、匂い、味）を使ってまだ食べられ
るか確認する

 創造性を発揮して、残った食材から新しい
料理を作る。インターネットでも素晴らしい
レシピを見つけることができる
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市民による啓発漫画キャンペーン

タイトル あらすじ 環境の視点 ヒント

ラベル・チェッ
カー

 スーパーの商品の背後にエネルギー、資
源、環境および社会的な問題が隠されて
おり、人々がそれに気付かないことに疑
問を抱く

 例えば、防護具をつけない作業者によっ
て農薬の撒布が行なわれたり、わずかの
賃金で12時間働く作業者によって生産さ
れる食品がある

 環境に配慮して公正に生産された食材を
買うように決意。フェアトレードや有機認証
ラベルをインターネットで調べるようになる。
それが自分の責任だと考えるようになる

 時間をかけてグローバルな食料生産の複
雑な仕組みを調べることは、誰にでもでき
るわけではない。

 概観を得るためには、
www.wwf.ch/foodlabelsや
www.labelinfo.chをチェック。食品ラベル
が利用している基準を知ることができる

 消費者としてのパワーを利用する
 購買行動によって、市場に供給される食

品に影響力を行使する。
 ラベルをガイドとして利用することにより、

環境に配慮し、動物に対して適切で、社
会的に公正な方法で生産された製品

地に足をつけ
て

 環境問題への関心から、旅行では飛行機
を利用しない

 モロッコ産のイチゴを買おうとした時に、食
品は飛行機でやって来ていることに気付く

 食品がどこで生産されているかに興味を
持つようになり、近隣農家から配達される
野菜を箱単位で購入するようになる

 今まで知らなかった食材が入っていること
に気付いて新しい料理を工夫するとともに、
地元の旬の食材について知るようになる

 野菜のエコポイント（EP)の比較
 アスパラガス（南米産、空輸）：1800
 アスパラガス（欧州産、トラック輸送）：

630
 3月のトマト（スイス産、温室栽培、暖房

あり）：210
 4月のトマト（スイス産、温室栽培、暖房

なし）：50
（※）120ｇ当たりのEP。EPは、製品の様々な
環境影響をもとに産出される指数

 飛行機で輸送される野菜、果物、肉など
の食品を避ける

 旬の果物や野菜を食べる。スイス国内で
露地栽培で栽培されたちょうど旬の果物
や野菜を選ぶ（www.wwf.ch/saison参照）

 市場で購入したり、地域の農産物販売会
社による野菜宅配箱を購入することで、地
元の農業を支援する

節約家  調理に時間をかけたくないため、調理済
み食品に頼る

 新しいガールフレンドは持続可能な食品
について意識が高く、食品廃棄を減らすこ
と、台所で少しは料理をすること、肉を毎
日食べるのはやめることを求められる

 彼女の話に納得し、自分でレタスを洗った
り、自分でピザを作るようになる

－  自炊回数をできるだけ増やす
 肉類を、豆、ナッツ、豆腐や他の植物系の

食品を使用する食材で置き換える
 旬の野菜や果実を選ぶ
 外国から空輸される流行のスーパーフー

ドをやめる。健康的で安い代替品を選ぶ
 食品廃棄物を減らして節約する
 フードシェアリングを利用する
 蛇口からの水を飲む

http://www.wwf.ch/saison
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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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Guideline Wheel of Five

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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Guideline Wheel of Five

■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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デンマーク

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  デンマーク獣医食品庁（Danish Veterinary and Food Administration: DVFA)

主な関係文書・資料 指針  The Official Dietary Guidelines - good for health and climate (デンマーク語：De officielle Kostråd
– godt for sundhed og klima、2021年）

フードガイド  pjece med De officielle Kostråd（指針の小冊子版）

その他  Guidance for sustainable healthy diets - Scientific background for revising the Danish FBDGs 

主要リンク De officielle Kostråd（公式の食事ガイドライン）：https://altomkost.dk/

備考  最初の指針は1970年代に発行。

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://altomkost.dk/
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The Official Dietary Guidelines - good for health and climate 

タイトル The Official Dietary Guidelines - good for health and climate （De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima： 健康と気
候によい食生活の指針）

発行国・地域 デンマーク

発行年 2021年

発行主体 デンマーク獣医食品庁（Danish Veterinary and Food Administration: DVFA)

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
 植物をたくさん、多様に、ただし食べ過ぎずに。（p.4）
 野菜と果物をもっと食べる（p.6)

 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、豆と魚を選ぶ。（p.8)

 加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する
 燻製や塩漬けの肉のような加工肉をできるだけ制限する。（p.9）

○食生活指針の項目
• 植物をたくさん、多様に、ただし食べ過ぎずに
• 野菜と果物をもっと食べる
• 肉を減らし、豆と魚を選ぶ
• 全粒穀物の食品を食べる
• 植物油と低脂肪の製品を選ぶ
• 甘味、塩、脂肪性の食品を少なくする
• 喉が渇いたら水を飲む
• 覚えておこう

○食生活指針の背景文書
1．背景と目的
2．健康な食品の条件とは何か？
3．持続可能な食品の条件とは何か？
4．デンマークの条件に変換されたEATランセット委員会

の標準的食品
5．諸外国における持続可能なフードガイドの例
6．総括とディスカッション
7．結論
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取り上げられている
環境の視点・指標

 旬の食品をより摂取する
 旬でない時期には、保存性が低いある種の野菜およびデンマークに空輸される果実を避ける。（背景文書p.12)

 持続可能な食品をより摂取する
 気候フットプリント、土地利用、バーチャルウォーター（背景文書3章）

 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
 食べ過ぎないことは、健康と気候の両方に良い。（p.4)
 デンマーク保健庁の身体活動についての提言に従うこと。（p.5)

 多様な食品を摂取する。
 様々な野菜、果実、様々な穀物製品、様々な種類の魚を食べる。（p.5)

 より少ない土地利用、より少ない水利用・効率的な水利用
 気候フットプリント、土地利用、バーチャルウォーター（背景文書3章）

 温室効果ガス削減
 豆は他の食品に比べて気候変動へのフットプリントが小さい。（p.8)
 肉を減らすことは気候にも良い。(p.8)

 食品廃棄の削減
 食品廃棄物は気候への影響を与える。だから、どれだけの食品を買って捨てるかを考える。（p.18）

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
 食生活指針背景文書：“Råd om bæredygtig sund kost – fagligt grundlag for et supplement til De officielle Kostråd, 

DTU Fødevareinstituttet” （持続可能で健康な食生活指針 - 公式食生活指針の専門的基礎と補遺 デンマーク工科大
学食品研究所）

URL  食生活指針（英語版）：
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Publikationsdatabase/De_officielle_Kostraad_2021/Danish_Of
ficial_Dietary_Guidelines_Good_for_Health_and_climate_2021_SCREEN_ENG.pdf

 背景文書：
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/213297896/20_Lassen_Final_Rapport_R_d_om_b_redygtig_kost_002
_.pdf

 ウェブサイト：https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/

The Official Dietary Guidelines - good for health and climate 
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The Official Dietary Guidelines - good for health and climate 

出所）欧州食品安全庁EFSAウェブサイト（https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-03/5.5-new-dietary-guidelines.pdf）2022年1月7日アクセス

■食生活指針の構成

 デンマークの食生活指
針は、7つの基本メッ

セージと食生活のヒント
から構成される。

 7つの基本メッセージで

は、植物性の食品を増
やし、肉を減らす、全粒
穀物の食品を食べると
いった食事面の基本的
メッセージと摂取量の目
安を伝える。

 食生活のヒントでは、食
品廃棄物を少なくする、
環境ラベルを参考にす
るといった食生活のヒン
ト・注意事項を伝える。

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-03/5.5-new-dietary-guidelines.pdf
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食生活に関するポータルサイト（デンマーク食料・農業・漁業省）

出所）デンマークAltomkostウェブサイト（https://altomkost.dk/nyheder/）2022年1月7日アクセス

 デンマーク食料・農業・漁業省では、食生活指針を含めた食生活に関する情報提供を行なうためのポータルサイト（Altomkost.dk）を開設している。

 このポータルサイトでは、食品と環境、食品表示、食品安全など食生活に関する総合的な情報を提供しており、食生活指針等の基本文書がダウン
ロードできるだけでなく、食品を取り巻く情報についての記事、パンフレット、レポート等が随時アップされる。

 専門家向け、学校向けなど対象別のコンテンツも整備されている。基本的な情報については、英語版のサイトでも提供されている。

デンマーク語サイトのトップページ 英語サイトのトップページ
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スウェーデン

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  スウェーデン食品庁（Swedish National Food Agency、Livsmedelsverket)

主な関係文書・資料 指針  Find your way to eat greener, not too much and be active! (スウェーデン語：Hitta ditt sätt att äta
grönare, lagom mycket och röra på dig、2015年）

フードガイド  One minute advice（上記指針の一部）

その他  Swedish dietary guidelines - risk and benefit management report
 Råd och rekommendationer - Matvanor – Broschyr（アドバイスと推奨－食習慣－パンフレット）

主要リンク Eating habits and dietary guidelines：https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-
guidelines

備考 －

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-guidelines


136

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

タイトル Find your way to eat greener, not too much and be active! (Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig：
食べ過ぎずに、よりグリーンな食事をして活動的になる方法)

発行国・地域 スウェーデン

発行年 2015年

発行主体 スウェーデン食品庁（Swedish National Food Agency、Livsmedelsverket)

発行媒体 冊子

目次  野菜と果物をもっと多くする
 海産物をもっと多くする
 もっと運動する
 全粒穀物へ転換する
 健康な脂肪へ転換する
 低脂肪の食品へ転換する
 赤肉と加工肉を少なくする
 塩分を少なくする
 砂糖を少なくする
 バランスを維持する
 1分間アドバイス

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
 高繊維質の野菜は、サラダ野菜よりも環境影響が小さく、長期間保存できる。（p.3）
 穀物は気候変動への影響が比較的小さく、圃場への撒布はそれほど広範囲ではない。（p.8)

 肉の摂取を控える、動物由来食品の摂取を控える

 すべての食品の中で、肉は気候と環境への影響が最も大きい。鶏肉が最も影響が小さく、次いで豚肉、牛肉、羊肉となる。
ただし、牛肉と羊肉は、豊かな農業景観を創出し、天然の牧草地を保全する。（p.15)
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Find your way to eat greener, not too much and be active!

取り上げられている
環境の視点・指標

 加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する
 赤肉および加工肉を減らし、週500ｇ以下にする。（p.15)

 旬の食品をより摂取する、地産地消
 果実、ベリー、野菜、豆の環境影響は、産地により異なる。長距離の輸送にはエネルギーを消費する。（ウェブサイト）

 持続可能な食品をより摂取する
 環境ラベルは、環境低負荷の果物や野菜を見つけるために役立つ。（p.3)
 放牧、有機、または環境に優しいと認定されているといったエコラベルのついた肉を選択する。（p.15）

 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
 海産物は枯渇の危険がある天然資源である。MSC、ASC、Krav等の認証を受けた魚やWWFのガイドを参照する。（p.4)

 使い切るための適切・適量な食事メニュー／食品保存
 食品廃棄物を最小限にする－適切に食物を貯蔵し、購買計画を立て、食べ残しを利用する。(ウェブサイト）

 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
 食品の過剰な摂取は、不必要な環境影響をもたらす。（食生活指針-リスクとベネフィット管理報告書-p.9）

 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
 気候変動に関する認証は、気候変動への影響を減らすのに役立つ。（p.3)
 コメは大量の温室効果ガス排出の原因となる作物の1つである。他の穀物やイモの方が環境に良い選択である。（p.8)

 食品廃棄物の削減
 食品廃棄物を最小限にする－適切に食物を貯蔵し、購買計画を立て、食べ残しを利用する。（ウェブサイト）

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（スウェーデン食品庁報告書）
 “Swedish dietary guidelines - risk and benefit management report”（スウェーデン食生活指針 – リスクとベネフィット

管理報告書）
 “Towards Environmentally Sound Dietary Guidelines” (環境面で健全な食生活指針に向けて）

URL  フードガイド： https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-
eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 関連ウェブサイト（食品と環境）： https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/food-and-
environment

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/food-and-environment
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食生活指針普及の促進方策

■分かり易い広報資料の作成

 スウェーデン食品庁では、食生活指針（冊子およびウェブ版）をスウェーデン語版、英語版で作成するとともに、子供やスウェーデン語、英語が苦手な
人のために、易しいスウェーデン語版の食生活指針を作成している。

 易しいスウェーデン語版では、写真を追加したり、「環境影響」を「環境のために」と言い換えるなど易しい表現に直しつつ、ポイントとなるメッセージを
伝えている。

左からスウェーデン語版、易しいスウェーデン語版、英語版で野菜と果実をもっと食べるように推奨している。

出所）スウェーデン食品庁ウェブサイト（2021年1月7日アクセス）
スウェーデン語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/kostraed_webb.pdf
易しいスウェーデン語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf
英語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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食生活指針の学校給食指針への反映

■学校給食への食生活指針の反映

 スウェーデンでは7－16歳までの
すべての生徒と16-19歳までの大

部分の学生に無料の給食が導入
されている。

 給食の提供は地方自治体が行な
うが、スウェーデン食品庁は給食
の内容についての指針を策定し
ている。

 2019年に策定され、2021年1月
に改訂された学校給食指針には、
フードガイドの内容が随所に盛り
込まれ、健康と環境の視点が給
食にも反映されている。

 右の「学校における良い食習慣
－健康と環境のために」という
ページには、野菜と果物をもっと
多く食べるという食生活指針に
沿った内容が盛り込まれている。

出所）スウェーデン食品庁ウェブサイト（2022年1月7日アクセス）
https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf

学校給食指針の表紙

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
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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
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【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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おわりに

本検討報告書では、環境の視点を入れたフードガイドの策定に向けて、消費者が日常の食生活において、「食事バラン
スガイド」の推奨事項とうまく組み合わせ、容易に実践できるようにすることを目指した検討を行う観点から、検討対象
候補となる環境の視点・指標やその特徴を既存の研究成果やデータ等をもとに整理した。併せて諸外国の食生活指針
等において環境の視点をどのように記述しているか情報収集・整理を行った。今後、環境の視点を入れたフードガイド
の策定にあたっては、消費者に対しどのように表現し、どのように活用してもらうかを十分に吟味して、具体化に向け更
なる検討を加え、必要に応じ指標値などのデータ算出を含む作業を経て、できるだけ消費者の具体的な行動に資する
ガイドにしていくことが求められる。

他方、消費者に対して、環境の視点からの判断材料を提供するためには、環境によい食物を提供できるフードシステム
と、それを通じた消費者への環境に関する情報の伝達が必要である。しかし、このような持続可能なフードシステムや
情報伝達の仕組みの構築は緒についたところであり、環境の視点を入れたフードガイドを策定したとしても、当初は抽
象的な意識啓発に留まらざるを得ない可能性がある。この点、ワーキンググループでも複数の委員から、既存の知見
に基づく情報だけでは、消費者にとって瞬時に「何をどのように選択すればよいのか」が明確にならず、行動の選択が
容易でないことが指摘されており、将来的に食品に示されるラベル等で容易に行動を選択できるような環境整備が求
められるとの意見が提起されている。

また、ワーキンググループでは、環境の視点からの推奨行動の考え方について、エビデンスを重視すべきとの意見と、
政策上の必要性や行政目標等からのバックキャスティングを重視すべきとの意見が提起された。これも消費者の行動
選択に当たっての明確性や、上記の持続可能かつ情報伝達可能なフードシステムへの転換の課題とも密接に関わる
論点であると思われる。この課題は一朝一夕に解決できるものではないが、環境の視点を入れたフードガイドも、社会
全体でのフードシステムの転換や情報伝達の環境整備にあわせて内容や活用方法を発展させていく視点も求められる。

また、今回の検討では、食生活に関し、健康・栄養の観点と環境や持続可能性の観点を調和させていく第一歩として、
あえて取り上げる視点を食物そのものの環境の持続可能性に絞っている。しかし実際には容器包装など、食べ物と連
続してこれをとりまく環境の持続可能性や、倫理を含む社会の持続可能性、そして消費者が広く持続可能な食を選択で
きるような経済の持続可能性も重要かつ密接不可分の問題である。ワーキンググループでも、駆除害獣の有効利用や
アニマルウェルフェア、ゲノム編集や代替肉をはじめとするフードテックに伴う社会的課題、貧困と栄養へのアクセスな
どについての問題提起もなされた。今後こうした視点も含め段階的に取り上げていくことも求められる。
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