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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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