
はじめに
　厚生労働省は本年２月から６月にかけて「自然
に健康になれる持続可能な食環境づくり」の検討
会を開催し、そのまとめの報告書も出された（参
考資料１）。この検討会は、オンライン傍聴が可
能だったので全部申し込んで聞かせて頂いたが、
いくつかの印象に残る討論があった。そこで、そ
の報告書が出されたのを機に、各回で討論されて
いたことを思いだしながら詳細に読ませて頂い
た。特に、大きな課題とされていた減塩について
各回で問題とされたことを振り返り感じたことを
書かせていただく。

この検討会の目的
　人生100年時代と言われる一方で少子高齢化の
急速な進展を迎える中、健康寿命の更なる延伸が
必須の課題である。こうした中、厚生労働省が策
定した「健康寿命延伸プラン」（令和元年５月29…
日策定）に①健康無関心層も含めた予防・健康づ

くりの推進、②地域・保険者間の格差の解消に向
け、「自然に健康になれる環境づくり」や「行動
変容を促す仕掛け」など「新たな手法」も活用し
て2040年の具体的な目標（男性：75.14歳以上…女
性：77.79歳以上）を達成するとなっている。
　そのために、適切な栄養・食生活や食事を支え
る食環境づくりを、健康の保持増進に関する視点
を軸としつつ、事業者等が行う地球環境、自然環
境等に配慮した取組にも焦点を当てながら、持続
可能な開発目標の達成にも資するものとしていく
ことが重要であることから、産学官等の関係者が
緊密に連携し、叡智を結集して、積極的かつ具体
的なアクションを展開していくことが効果的と考
えられる。このような観点から、自然に健康にな
れる持続可能な食環境づくりを推進するため、産
学官等連携の下、優先的に取り組むべき栄養課題
等および目標の設定および評価の在り方を検討す
る、と鷲見健康課長が正林健康局長の代理として
その目的を説明された後に検討会が開始された。

「自然に健康になれる持続可能な食環境づくり」検討会報告書を読んで
長村　洋一

（日本食品安全協会理事長）

Ⅱ. 今日の話題

図１　…日本人の食塩摂取状況　厚生労働省「自然に健康になれる持続可能な食環境づくり」検
討会第１回資料２より引用
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　その構成委員であるが、５名の大学、研究所、
学会関係者と10名の業界および有識者の方から構
成され、武見ゆかり女子栄に大学大学院研究科長
が座長として指名された。このうち業界の方々は
第２と第３回の際に自社の取り組みを話題提供さ
れた。

検討会で指摘された問題点
　まず第１回において現状の問題点として大きく
２つの事項が取り上げられた。一つは、日本が先
進国における食の世界的観点から最も食塩摂取の
多い国である。平成７年から令和元年までで約３
ｇ以上の減塩になっているが、国際比較すると図
１のように食塩摂取量がまだかなり多く、オース
トラリアと比較すると４ｇ近い差がある。日本に
おける食塩摂取源を把握するために、自宅で調理
した料理（自宅調理）、加工食品、外食のそれぞ
れからのナトリウム摂取割合等を検討した研究報
告によると、総ナトリウム摂取量のうち自宅調理
からの摂取が最も多く、その割合は男性で52.3％、
女性で57.1％である。そして、総ナトリウム摂取
量に対して寄与率の高い食品群は、調味料類が最
も高く、その割合は男性で61.7％、女性で62.9％
である。２番目が魚介類で、その割合は男性で
6.7％、女性で6.6％、３番目は男性ではめん類で

4.9％、女性ではパン類で5.0％であった（参考資
料２）。他の研究報告によると、欧米では加工食
品由来のナトリウム摂取割合が高く、日本は諸外
国と異なる傾向にある（第１回資料２）。
　そんな状況の中で日本高血圧学会（JSH）減塩・
栄養委員会が、減塩活動の一環として、一定の基
準を満たした減塩食品を「JSH減塩食品リスト」
として公表し、減塩食品の正しい知識の普及・啓
発を行うとともに、加工食品メーカーでの減塩食
品の加速化を通じて、国民の食環境づくりを支援
していること、およびJSH減塩食品リストの創設
以降、食品リスト掲載品数・売上高ともに増加し、
平成25年から令和元年の相対的減塩量（累計）は
5,319トンである、との報告が合わせてなされた

（図２）。栄養問題として第１回の際には出てこな
かったが、第２回で問題点として大きく取り上げ
られたのは若年女性のやせの問題であった。
　もう一つ取り上げられた問題は、この検討会の
結 果 と し て 今 後 行 わ れ る 取 り 組 み がSDGs

（Sustainable…Development…Goals、持続可能な開
発目標）にどのように貢献できるかという点であ
った。これらの事項に対し２回目以降で詳細な議
論がなされたが、特に印象に残った減塩の問題に
関した事柄を中心に取り上げる。

図２　…産学による減塩の取り組み　厚生労働省「自然に健康になれる持続
可能な食環境づくり」検討会第１回資料２より引用
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国民健康・栄養調査の結果から見えてきたこと
　第２回から具体的な議論がなされ、まず国民健
康・栄養調査の結果を踏まえて瀧本構成員から食
塩摂取の現状の問題と若年女子のやせの問題につ
いて報告された（第２回資料１－１）。
　まず、各年齢層で６割以上の人が「日本人の食
事摂取基準（2020年版）」で設定された目標量を
超えていることから、食塩の過剰摂取を大きな課
題として提示され、2003年からの推移によると、
食塩摂取量は減少傾向にはあるが、近年はほぼ横
ばいとなっていることが示された。そして2019年
の調査で、調味料由来の食塩摂取量は１日6.5…g
と、１日の食塩摂取量9.7…gのうち約７割を占め
ていることが示され、調味料が過剰摂取の大きな
原因となっているが、調味料は家庭での使用が非
常に多いことから減塩を実行することの困難性が
強いことも併せて示された。
　そして、令和元年の国民健康・栄養調査では、
食習慣改善の意思を「あなたは食習慣を改善して
みようと考えていますか」という質問で尋ねた結
果、１日の食塩摂取量が８g未満の人でも８g以
上の人でも「関心があるが改善するつもりはない」
と回答した人の割合が最も高かったことから、減
塩に対する行動変容を促すことの難しさが示唆さ
れた。
　次に、若年女性におけるBMIの状況別に見た食

習慣改善の意思調査をして、20～39歳の女性では、
「改善することに関心がない」、「関心はあるが改
善するつもりはない」、「食習慣に問題はないため
改善する必要はない」と回答した者の割合がこの
年代の女性全体で55.5％であり、やせの人まで含
めて改善の意思がないことが明らかにされた。こ
ちらに参考として、DOHaD学説についての様々
な疾患との関連が紹介され、若年女子のやせが日
本に特に多いことを問題点として指摘された（第
２回検討会，資料１－１，参考資料４）。

頭が下がる学会と企業の取り組み
　次に、日本高血圧学会減塩・栄養委員会の立場
から土橋構成員が学会としての取り組みを紹介さ
れた。最初に日本人の食塩摂取量は、国民健康・
栄養調査で見てみますと、少しずつ低下する傾向
にはあるが、ここ５～６年は横ばい状態になって
いることと、学会では高血圧の方の目標を６gと
しているが、WHOは高血圧の有無にかかわらず
５g未満を目標としているとのことであった。
　土橋構成員は、具体例として高血圧患者103名
を対象とし、平均8.6年の観察期間に平均11.4回、
24時間蓄尿を実施して減塩指導を行ったが、８回
目以降はほぼ横ばい状態で、８g台から平均とし
ては下がってこないという状況である、と説明さ
れた。個人の努力では８ｇが限界で、個人の努力

図３　…日本高血圧学会減塩推進東京宣言　厚生労働省「自然に健康になれる持続可
能な食環境づくり」検討会第２回資料1-２より引用

177

日本食品安全協会会誌　第16巻　第3号　2021年



と通常の減塩指導ではなかなかここから先に進む
ことができないので、食環境整備によって苦痛な
く減塩をさらに進めることの重要性を強調された

（参考資料５）。
　そして、日本高血圧学会2019年秋の総会でJSH
減塩東京宣言（図３）を出され、その宣言の説明
が次のようになされた。これは６gを目指した６
つの戦略で、啓発活動、食塩摂取量の評価法と減
塩手法の提示、子供の食育・スマートミール、外
食・中食・給食の減塩化の支援、企業に対して減
塩食品の開発・普及の支援、そして行政に対して
例えば、健診で食塩摂取量を評価するといった減
塩推進に向けた取組の働きかけである。この説明
の具体的取り組みとして自治体、病院、教育機関、
企業等と共同で行われている事例をいくつか紹介
された。いずれも大変なご努力をされている様子
が伝わってくる内容であった。紙面の関係で省略
するが、詳細に関しては議事録と資料を是非参照
して頂きたい（第２回資料１－２）。
　次に、企業サイドから味の素の畝山構成員がご
自身の会社の「栄養への取り組み」、「環境への取
り組み」、「ESG評価への取り組み」と言った３つ
の取り組みを2030年のアウトカムを示し、会社自
体の具体的事例とこの検討会に対する期待事項を
紹介された。この詳細も報告書を参照していただ
きたいが、減塩に向けた取り組みとして出汁を効
かせて食塩を減らす考えに基づいたSmart…Salt

（スマ塩）という概念を提示されていた。そのス
マ塩レシピはホームページにきれいな写真で紹介
されている（第２回資料２－１）。
　さらに質疑応答の際に、健康寿命延伸の指標と
しては、国連指標の一つであるDALY（Disability-
Adjusted…Life-Years、障害調整生存年数）を採
用し、このDALYの改善のための栄養のアプロー
チは６項目に絞り込んでいる。すなわち、最重点
取組としては二つで「おいしい減塩」と「たんぱ
く質摂取促進」で、残りの重点としては四つで「お
いしい減糖と減脂」、「野菜や果物の摂取促進」、「多
様な由来のたんぱく質摂取促進」、そして「職場

の栄養改善」になっている。以後の活動内容と御
紹介する内容については全て、この重点取組項目
が入っていて、特に減塩については全ての項目に
入っていると理解していただければと思います、
と発言され減塩を大きな基軸にされている説明が
あった。「化学調味料無添加」が安全な食である
という無意味な風評に立ち向かわれてきた成果と
して、この取り組みが効果を発揮されることへの
期待が強く感じられた。
　次に、キッコーマンは郡山女子大学と一緒に行
った減塩に関する共同研究として高齢者、大学生
およびケアハウス入居者に対して減塩しょうゆを
使った生活を続けてもらって、その前後で減塩し
ょうゆと普通のしょうゆの嗜好調査を行った。２
週間減塩生活を行うと減塩しょうゆを好む方が増
えるという結果を示され、慣れれば減塩の方がお
いしくなると結論付けられた。さらに、食塩の代
わりに醤油を使用することで簡単に減塩につなが
ることから、レスソルライフという造語も紹介さ
れ減塩レシピの供給を様々な形で行っている報告
がなされた。そして、最後にSDGsへの取り組み
も紹介された。さらに質疑応答の際に１滴、２滴
が垂らせるしょうゆボトルの紹介もあったが、こ
の少量が上手に使用できる容器は減塩を意識して
いる私にとっては非常に有用である（第２回資料
２－２）。
　さらに、日清食品ホールディングスは塩化マグ
ネシウムを上手に利用して塩分30％オフを実現し
た減塩してもおいしさはそのままの「カップヌー
ドルソルトオフ」を紹介された。グループ会社の
明星食品においてもスープを残すラインを示すこ
とによる「しおケアカップ」を開発し、減塩活動
を行っていることが紹介された。さらに、SDGs
に対する取り組みも紹介された（第２回資料２－
３）。

減塩食品は売り上げに対し問題はない
　第３回目の検討会の冒頭はファミリーマートの

「こっそり減塩」の取り組みの紹介から始まった。
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ファミリーマートはお客様からのアンケートで、
控えたい項目でもナンバーワンが塩分を控えたい
であった。健康的といったイメージが高い「低塩」、

「減塩」であっても、一方で、味が薄いのではな
いかとか、ちょっとおいしくないのではないか、
値段が高いのではないか、といったネガティブ層
も一定いるということもアンケートで把握してい
た。そこで、ネガティブ層も含めて、しっかりと
実減塩ができるように「こっそり減塩」と名づけ、
減塩の取組をスタートさせた（第３回資料１－
１）。
　その方法は、スマートミール基準を満たすお弁
当の開発からスタートし、「おいしく減塩」、「野
菜たっぷり」といったことをテーマに日本高血圧
学会の食塩リストを活用して具体的開発を進めら
れた。その結果、野菜のところについては、改正
前が35…gに対して、変更後、スマートミール認証
140…g、食塩相当量も量目を変えることなく3.4…g
から2.6…gに減塩をすることができた。そのスマ
ートミール弁当の購買層は60歳代以上の方が約半
数を占め、健康意識が高いシニア層の支持が高く、
変更前と比べて約２倍の販売伸長を来すことがで
きたとのことであった。この取り組みで、通常フ
ァミリーマートで販売している28品を減塩するこ
とができ、１億食相当で相対的な減塩量は１年間
に約100トンの達成ができた。昨年７月からすし
の別添えのしょうゆの減塩化が実現され、それは
年間販売で約5000万食相当なので、年間で10トン
の相対的な減塩となっていることも報告された。
　質疑応答で、お客様からの反応は実際どうなの
か、どうだったりするのかなというところをお聞
かせいただければ、という問いかけに、実は減塩
を標榜はしていないのですが、売上げが落ちるの
ではないかという懸念が社内のかなり多数の者か
ら出ていました。結果から申し上げると、お客様
のネガティブな意見というのは、正直言うと１件
も来ていません。また、販売についても減塩前に
比べても遜色のない売上げになっておりますの
で、今のところは「こっそり減塩」というところ

は成功しているのではないかと認識しています、
と応えておられた。
　次に、イオンがSDGsを配慮して全国各地の店
舗での取り組みを紹介される中で、減塩商品の取
り組みについて説明された。結果として、加工食
品全体と減塩商品についての2015年と2020年の伸
び率の対比をすると、加工食品の全体の伸びに比
べて減塩商品の伸びが160％以上の実績になって
いるとのことであった。特に、インスタント食品、
即席みそ汁、しょうゆが大きく伸びていた（第３
回資料１－２）。
　そして、質疑応答で例えば、表記についても「減
塩」と書いているものもあれば、「塩分控えめ」
とか「食塩不添加」とか、様々な書き方があるが、
どんな定義で扱っているか、と尋ねられた。その
回答として、数字を取る上で、定義という形、線
を引くという形でやった部分につきましては、商
品のところで減塩であるとか、あるいは何％減塩
しているとか、そういう表記があるものに今回絞
り込んでいます、と説明された。この回答を聞い
たとき、現時点では他で販売されている商品より
明らかな減塩商品が今後一般的に同じ商品として
普及していったとき、優良誤認的な事態になる懸
念が感じられた。
　さらに、DELISH…KITCHENが「レシピ制作の
裏側と減塩への取り組み」と題して日本最大級の
レシピ動画メディアということで、SNSやアプリ
で配信してゆく中での減塩に対する取り組みが紹
介された（第３回資料１－３）。
　以上が本検討会で取り上げられた減塩を中心と
した内容であるが、私自身が鈴鹿医療科学大学　
へ赴任して管理栄養士の指導を受けて減塩食生活
習慣を身に着け、血圧の薬が不要になったが、そ
れは簡単でなかったという経験を有している（参
考資料６）。そこで、特に無関心層も含めた国民
全体の減塩を図るということは非常に困難を伴う
と感じていた。しかし、この検討会の折にも各企
業、団体のホームページを見させていただいたが、
非常にしっかりと取り組んでおられることが良く
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分かった。この報告書を読んでいて、業界と学会
や種々の健康情報発信の団体と組んで取り組め
ば、少なくとも「日本人の食事摂取基準」（2020
年版）の18歳以上男性、7.5ｇ未満、同女性6.5ｇ
未満の目標値達成は夢ではなく、実現可能と感じ
た。
　この検討会では、特にSDGsとESG（Environment…
Social…Governance、環境　社会　ガバナンス）と
言った観点が食生活とどのように関連させられて
いるか、また健康な食生活に向けて企業がどれだ
け力を入れているかを投資家が評価している、な
どと健康的食環境作りの大きな広がりを知ること
のできる検討会であった。ここでは、私が特に関
心を有している減塩関係のみを取り上げたが、是
非報告書および各回の議事録と資料を一読される
ことをお勧めしたい。
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