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総説

WHO（世界保健機関）は、糖類（フリーシュガー）摂取の増加が世界各国の人々の健康に及

ぼす影響（非感染性疾患の増加）を懸念し、｢糖類摂取ガイドライン｣を2015年に公表した。

本ガイドラインは、糖類の具体的な推奨摂取量を示しており、肥満とう蝕を対象に行った

システマティックレビュー（SR）がその科学的根拠となっている。

著者はSRの詳細を原著論文で確認し、次の点を見出した。（1）メタ解析の結果、糖類摂

取を増やすことでエネルギー摂取が増える場合に肥満が起きたが、糖類を他の炭水化物に

置き換えた（エネルギー摂取が増加しない）場合には体重は変化しなかった。（2）本ガイ

ドラインの摂取推奨量は、糖類とう蝕に関するSRから導き出されたものであり、そのエ

ビデンスの一部には信頼性の乏しいものも含まれていた。

本ガイドラインはわが国の栄養政策においても参考とされるものであり、本稿ではわれわれ

栄養士が本ガイドラインをどのように捉えるべきかを日本人の健康状況と併せて考察する。

キーワード： WHO糖類摂取ガイドライン、肥満、う蝕、非感染性疾患、システマティッ

クレビュー
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Ⅰ．はじめに

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」（2020年版）の策
定検討会が2018年4月から開始された。食事摂取基準は5
年ごとに改定され、毎年行われている「国民健康・栄養調
査」の結果や、国際的な各栄養素のガイドラインが参考に
されている。糖類については、2015年3月にWHO（世界
保健機関）が「糖類摂取ガイドライン」（以下、「本ガイドラ
イン」）を公表した1）。このガイドライン案が2014年に公
表された際には、新聞やインターネットのニュース等で

「砂糖は1日25 gまで」2）と紹介され、「炭酸飲料1缶でアウ
ト」2）等とセンセーショナルな取り扱いがされた。本稿で
は、本ガイドラインの基準はどのような科学的根拠に裏
付けされているか、その原文1）および根拠論文 3）, 4）にさか
のぼって見ていきたい。

Ⅱ．ガイドライン設定の背景と目的

WHOは「全ての人びとが可能な最高の健康水準に到
達すること」を目的に掲げており、疾病、栄養および衛
生に関する推奨事項を策定し、ガイドラインとして世界
に発信している。栄養成分摂取量についてのガイドライ
ンは、これまでにナトリウム 5）やカリウム 6）等に関する
ものが発表されている。

糖類に関しては、何十年もの間、砂糖等の過剰摂取は
健康に悪いという主張が繰り返されてきたが、研究者に
より試験デザインが異なること、研究者や機関・団体等
により糖類の定義が異なることにより、知見が一貫しな
いことから、健康への影響についての最終的な結論を困
難にしてきた 3）。2002年にWHO/FAO合同専門委員会

（FAO；国際連合食糧農業機関）は、炭水化物の分類に
おいて「フリーシュガー」という用語（表1）を初めて用
いて、健康への影響を調べるアプローチを標準化すると
ともに、「フリーシュガー摂取を総摂取エネルギーの
10％未満にする」というガイダンス 7）を発表した。しか
しながら、フリーシュガー摂取量と健康への悪影響に関
する科学的根拠（エビデンス）が、その根拠として妥当
なものであるか、という議論がその後も続いた。そこで、
過去に報告された臨床試験等の個々のエビデンスについ
て系統的な文献調査（システマティックレビュー※1 ）を
実施し、新しいWHOガイドライン策定プロセスに基づ

く更新が行われることになった。
そのテーマとして、幅広い議論の末に「肥満」および「う

蝕」が選ばれた（なお、最初の段階では、糖尿病や心血
管疾患もテーマの候補となっていたが、これらのリスク
因子の1つに肥満が含まれており、その軽減によってこ
れらの改善も期待できるものとされた）。

この成果に基づき、2015年に本ガイドラインが発表さ
れた 1）。この本文には、フリーシュガー摂取に関する推
奨事項をはじめ、背景、目的、どのような科学的根拠（エ
ビデンス）に基づくのか、策定メンバーに至るまで、50
ページにわたり詳細が記述されている。WHOは肥満と
う蝕を取りあげた背景について、次のように述べている。
①  2012年の世界の死亡数5600万人中、実に3800万人

（68％）が、非感染性疾患※2 が原因とされ、その4割が
70歳未満の早世であった。また、非感染性疾患を原
因とする死亡の約75％が低・中所得の国で起きてい
る。貧しい食事や運動不足は、肥満の危険因子であ
るとともに、非感染性疾患の危険因子でもあり、高
レベルのフリーシュガーの摂取は、食事の質を低下
させ、肥満、非感染性疾患との関連で懸念されている。

②  う蝕は非感染性疾患の中で最も多い疾病である。う
蝕の治療は高額であり、その金額は先進国では健康
関連予算の5〜10％にもなり、ほとんどの低所得国
では、小児の健康関連予算の全財源を超過する事態
となっている。また、痛みや機能的制限（小児の成績、
出席率の低下を含む）、歯の欠損による社会的ハン
ディキャップ等の問題が持続する。

本ガイドラインで示されたフリーシュガー摂取に関す
る推奨事項は、次の3つである。

表1　炭水化物の分類におけるフリーシュガー（ free sugars）の位置づけ

糖類
（Sugars）
重合度1-2

単糖類　 グルコース、フルクトース、ガラクトース等

二糖類 ショ糖（Sugar）、乳糖、麦芽糖、トレハロース等

糖アルコール ソルビトール、キシリトール、エリスリトール、
マルチトール等

フリーシュガー

食品製造者、調理者、または消費者が食品に
添加する全ての単糖類および二糖類はちみつ、
シロップ、果汁や濃縮果汁に含まれる天然の
糖類

オリゴ糖
多糖類

重合度3-9
重合度10以上

引用文献7より一部改変した
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推奨1： WHOはライフコースの全体を通して、フリーシュ
ガーの摂取を減らすことを推奨する（強い推奨）。

推奨2： WHOは成人および小児の両方において、フリー
シュガーの摂取量を総エネルギー摂取の10％未
満に減らすことを推奨する（強い推奨）。

推奨3： WHOはさらに、フリーシュガーの摂取量を総エ
ネルギー摂取の5％までに減らすことを提案する

（条件付き推奨）。

次に、これら推奨を策定する上で実施された2報のシ
ステマティックレビューの内容を概説する。それぞれの
論文 3）, 4）の構成は図1のとおりである。

Ⅲ．肥満のシステマティックレビュー 3）

成人および小児において、フリーシュガーの摂取の増
減と体重変化の関係を明らかにするシステマティックレ
ビューが行われた。

Ovid MEDLINE、Embase、PubMed等、6つのデータ
ベースを対象に、「body weight」、「obesity」、「beverages」、

「sucrose」等の検索語により、7,895件の無作為化臨床試
験※3、および9,445件のコホート研究※4 が抽出された。

これらの論文の中から、無作為化臨床試験は2週間以上
の試験期間であること、コホート研究は1年以上追跡さ
れたものであること、各研究は体重減少（つまりダイエッ
ト）を目的としていないこと等の条件に適合する、それ
ぞれ30件、38件の研究論文が選択された。この論文の
著者は、次の結果と考察、結論を示した。

1．成人の研究
結果1；食事を厳密に管理しない自由摂取スタイルの成
人の無作為化臨床試験において、フリーシュガーの摂取
を減少させた5件の研究と、増加させた10件の研究につ
いてメタ解析※5 が行われた。これらの研究では、フリー
シュガーの配合が少ない低糖食品を食べてもらう 8）- 10）、
あるいは、1日1 Lの加糖飲料 11）, 12）や1日90 gのショ糖
を余分に多く毎日摂取してもらう 13）等の方法により、
フリーシュガー摂取量を増減させており、結果的に1日
のエネルギー摂取量は、フリーシュガー高摂取群の方が
大概10〜20％程度高くなった研究であることが記載さ
れている。一方、このようにフリーシュガーを増減させ
ても、体重の変化に統計学的な有意差のない研究も多
く、フリーシュガー減少の研究では5件中4件、増加の

図1　WHOガイドラインの策定においてエビデンスとなった肥満とう蝕のシステマティックレビューの論文構成
FS：フリーシュガー
RCT：無作為化臨床試験

WHO糖類摂取
ガイドライン

WHO
推奨①
FS摂取量低減

WHO
推奨③
FS摂取量5%Eまで

肥満（文献3）

成人

RCT

コホート研究

FSのメタ解析

炭水化物置換の
メタ解析

結果1
FS増減の影響

結果2
FS増減の影響

結果3
FS増減の影響

結果4
FS増減の影響

結果5
FS増減の影響

RCT

コホート研究

結果6
FS増減の影響

結果7
FS摂取量10%E

結果8
FS摂取量5%E

小児

非無作為化臨床試験
横断研究

コホート研究

生態学的研究

う蝕（文献4）
WHO
推奨②
FS摂取量10%E未満
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研究では10件中4件に有意差がなかった。しかしながら、
全体的には体重変化に一定の傾向があり、全ての研究
データを統合したメタ解析の結果、フリーシュガーを減
少 さ せ た5件 の 研 究 か ら は、 有 意 な 体 重 減 少 効 果
–0.80 kg（95 ％信頼区間 –0.39〜–1.21、p ＜0.001）、フリー
シュガー摂取を増加させた10件の研究からは、有意な
体 重 増 加 効 果0.75 kg（95 ％ 信 頼 区 間0.30〜1.19、p ＝
0.001）が示された。
結果2；フリーシュガーが多い食事と少ない食事を同じ
エネルギー量で比較した12件の研究をメタ解析した結
果、体重は変化しなかった（群間差0.04 kg、95％信頼区
間 –0.04〜0.13）。これらの研究では主にでん粉を砂糖
や果糖に置き換えており、その場合体重に影響しないこ
とが示された。
結果3；成人の16件のコホート研究についても、11件が
フリーシュガーの摂取量と肥満の間に正の相関を報告し
たのに対して、負の相関の報告は1件のみで、先の無作
為化臨床試験からの知見と基本的に相違なかった。

2．小児の研究
結果4；フリーシュガー入りの甘い食品や飲料を控える
ように指導した5件の無作為化臨床試験では、うち3件
で小児に食事指導を順守させることが難しいことが報告
され、全体として体重の変化が認められなかった。
結果5；加糖飲料摂取について1年以上の追跡を行った5
件の前向きコホート研究において、加糖飲料を毎日摂取
する小児は、全くあるいは、ほとんど摂取しない小児と
比較して、過体重や肥満となるリスクが1.55倍高いこと
が分かった（オッズ比1.55、95％信頼区間1.32〜1.82）。

3．考察
成人の研究からは、フリーシュガーの摂取量を増やす、

または、減らすことで体重が変化するという一貫したエ
ビデンスが得られた。成人の15件の無作為化臨床試験
の結果をプロットすると、出版バイアスの可能性が示唆
されたが、全体の結論に重要な影響を与えるものではな
かった。小児の研究では、5件のコホート研究の定量メ
タ解析から、加糖飲料の摂取と肥満のリスクの関係につ
いて確証が得られた。一方、成人や小児のデータからは、
フリーシュガーの摂取量と体重変化に用量関係性がある

ことを示す証拠は得られなかった。

4．結論
自由な食生活を送る人びとにおいては、フリーシュ

ガーまたは、加糖飲料の摂取量は体重増加の決定因子で
ある。しかし、糖類を他の炭水化物に同じエネルギーに
なるように置換した場合には体重変化が起こらないこと
から、摂取量の違いによる体重の変化は、フリーシュガー
がでん粉等の他の炭水化物と比べて太りやすいというこ
とより、フリーシュガーを含む食品はエネルギー密度が
高いことが多く、また、飲料形態は満足感に乏しく、結
果的に必要以上に飲食してしまい、エネルギー摂取量が
過剰になることで起こると考えられると、システマ
ティックレビューの著者は述べている。また、フリーシュ
ガーの摂取を減らすよう周知することで、どの程度肥満
のリスクが減少するかは、10週以上の継続した研究が
ほとんどないため、今回のシステマティックレビューか
らは推定することができないが、肥満のリスクを考える
とフリーシュガー摂取量について助言することは合理的
な手段であると述べている。

Ⅳ．う蝕のシステマティックレビュー 4）

フリーシュガーの摂取とう蝕に関するシステマティッ
クレビューが行われた。

MEDLINE、EMBASE、Cochrane Database等、7つの
データベースを検索し、5,990件のうち非無作為化臨床
試験3件、コホート研究8件、生態学的研究※6 20件、お
よび横断研究※7 24件の合計55件（小児に関する50件、
成人に関する5件）が抽出された。このうちコホート研
究と生態学的研究が次の解析に用いられた。

1．フリーシュガーの摂取の増減の影響
結果6；抽出された55件の研究論文のうち、47件（小児
42件、成人5件）の研究が、糖類とう蝕の間に少なくと
も正の相関があることを報告していた。フリーシュガー
の摂取量に関しては、8件のコホート研究のうち、7件
は摂取量が多いとう蝕も多いことを示した。この関係性
は、生態学的研究からも裏付けられ、20件の研究論文
のうち、実に18件がフリーシュガー摂取とう蝕に正の
用量依存性の関係を報告（残り1件は負の相関を、1件は
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関係なしを報告）し、このうち9件は、フリーシュガー
摂取とう蝕の程度（う蝕レベル）の間にも正の相関があっ
たことを報告した。

2．フリーシュガー摂取制限（10％E、5％E）のエビデンス
総摂取エネルギーに占めるフリーシュガーのエネル

ギー量の割合（％E）とう蝕の関係について、解析が行
われた。
結果7；この解析に利用可能であった5件のコホート研
究は、いずれも10 ％E未満のフリーシュガー摂取と比
較して、10％E以上になるとう蝕が多くなることを示し
た。また、生態学的研究に基づく10件の全ての論文デー
タも、この関係性を支持した。
結果8；5％E未満にフリーシュガーを減らした場合につ
いては、日本の戦前戦後における小児の国民調査をベー
スとする3件の生態学的研究 14）- 16）のみが利用可能であっ
た。これによると1人当たりの年間フリーシュガー摂取
量が、第二次世界大戦前の10〜18 kg（10％E未満）から、
戦後10 kg未満（5％E未満）に減少した時に、う蝕が減
少していることが示された。

全体を通して、本システマティックレビューのエビデ
ンスの多くは小児に関する研究論文であった。う蝕の原
因は小児と成人で同じであり、また、小児から成人まで
ひとつながりの進行性の病気であることから、小児の結
果は成人にも適用できると、システマティックレビュー
の著者は見解を述べている。

3．結論
生涯を通して糖類摂取量を減らすことはう蝕のリスク

を減らすことになる。糖類摂取量を10％E未満とする効
果に関するエビデンスの質は中程度であり、5％E未満
という摂取量に関しては、対象となる3件の論文が国民
調査をベースとする生態学的研究であること等から、エ
ビデンスの質は非常に低いと判断された。

Ⅴ．「エビデンスの評価と統合」および「推奨の策定」

WHOは「推奨の策定」にあたり、肥満とう蝕に関する
システマティックレビューの結果について、「エビデン
スの評価と統合」を行った 17）。これには、GRADE※8 と
いう手法が用いられ、肥満とう蝕のそれぞれのエビデン

スの質とそれらを統合したエビデンス全体の質が評価さ
れた。エビデンスの質は「高い」から「中程度」、「低い」、

「非常に低い」に至る4段階の等級で分類された（表2）。
たとえば、成人の体重増減に関するメタ解析のエビデン
スの質は「中程度」と評価され、う蝕に関してフリーシュ
ガーの摂取を総エネルギーの10％未満とした場合のエ
ビデンスの質は「中程度」、5％未満とした場合のエビデ
ンスの質は「非常に低い」と評価された。

推奨の策定では、肥満とう蝕に関するエビデンスを全
体評価し、さらに推奨を導入する際の益と不利益（害、
負担、費用）のバランス等が考慮されて、推奨の内容や
その強度が決定された。推奨の強度は「強い推奨」と「弱
い推奨＝条件付き推奨」の2段階で示される。たとえば、
推奨1（摂取を減らす）は肥満とう蝕に関するエビデンス
の全体の評価結果等から「強い推奨」とされ、推奨2（10％
E未満に減らす）はう蝕に関する中程度のエビデンス等
から「強い推奨」、推奨3（5％Eまでに減らす）はう蝕に
関する非常に低いエビデンス等から「条件付き推奨」と
された。

なお、推奨の強度を示す「強い推奨」、「条件付き推奨」
の用語の意味は次のとおりである。
・�強い推奨：推奨の導入による益は不利益を上回る。ほ

とんどの状況下で、政策として採用できる。
・�条件付き推奨：推奨の導入による益と不利益のバラン

スは不確実である。政策として立案する際には、関係
者の基本的な議論と関与が必要となる。

Ⅵ．考察

本ガイドラインのフリーシュガー摂取に関する3つの
推奨は、肥満とう蝕に関するエビデンスに基づいて策定
された。ここで世界と日本における肥満とう蝕の状況を

表2　GRADEによるエビデンスの質に関する4つの等級分類 1）

高い 効果の推定値に強く確信がある。

中程度
効果の推定値に中程度の確信がある。 
実際の効果は効果の推定値に近い可能性が高いが、実質的に異
なる可能性がある。

低い 効果の推定値に対する確信は限定的である。 
実際の効果は、効果の推定値と大きく異なる可能性がある。

非常に
低い

効果推定値がほとんど確信できない。 
実際の効果は、効果の推定値と実質的に異なる可能性が高い。
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ガイドラインで示した3つの推奨事項の根拠となるエビ
デンスは、次のとおりである。
・ 推奨1「フリーシュガーの摂取を減らすことを推奨す

る」は、フリーシュガーの増減が体重やう蝕に影響す
るエビデンスに基づいている。ただし、既存のエビデ
ンスはフリーシュガー摂取量が増加しても総エネル
ギー摂取量が増加しなければ、体重は増加しないこと
を示した。

・ 数値目標である推奨2「フリーシュガーの摂取量を総
エネルギー摂取の10％未満に減らすことを推奨する」、
および推奨3「5％までに減らすことを提案する」は、
う蝕への影響に関するエビデンスが根拠である。特に
推奨3は、日本の第2次世界大戦前後の国民のう蝕状
況を比較した3件の研究による非常に質の低いエビデ
ンスが根拠となっている。フリーシュガーの摂取量と
体重変化に用量関係性があることを示す既存のエビデ
ンスはなかった。
一方、わが国の肥満やう蝕の状況は、WHOが懸念す

る世界各国の状況とは必ずしも一致していないと考えら
れた。

新聞やインターネットの記事は正しい情報を流してい
るとは限らない。各メディアの立場により、インパクト
のある部分の強調や、誤訳や解釈の違いから出てくる誤
解もあるかもしれない。

われわれ栄養士が時には、原文に当たり、正しい情報
を伝える必要があると考える。

用語説明
※1　 システマティックレビュー；ある事実を科学的に証明しよう

とする場合に、証明したい研究課題（リサーチクエスチョン）
に関する過去の文献を系統的（Systematic）に集め、その研究
方法や結果、科学的な妥当性（研究の質）を評価し、導き出さ
れた分析結果をまとめる手法であり、科学的証明の信頼性が
高い。

※2　 非感染性疾患（noncommunicable disease）；不健康な食事
や運動不足、喫煙、過度の飲酒等の原因が共通して起こる疾患、
中でも主として生活習慣病のことであり、具体的にはがん・
糖尿病・循環器疾患・慢性呼吸器疾患等が含まれる。

※3　 無作為化臨床試験；臨床試験とは、研究者が対象集団を2つ以
上のグループに分け、それぞれ異なる食事条件や治療法を行
い介入する研究。そのグループ分けを、偏りがないように無
作為に実施することで、データの信頼性を高めた研究を無作
為化臨床試験〔または無作為化比較試験、RCT（Randomized 
controlled trial）〕という。

※4　 コホート研究；研究者の積極的な介入は伴わず、対象者の日
常的な食事や行動を調査する観察研究の一種で、将来に向かっ
て問題とする疾病の発生を観察する方法。

比較したい。
肥満については、世界中の先進国では成人の肥満が、

また、経済の発展が著しいアジアやアフリカの国におい
ては小児の肥満が問題視されており、WHOはこれらの
改善を各国に訴えている。一方、日本においては、毎年
厚生労働省により行われる「国民健康・栄養調査」の結
果から、中高年の男性の肥満傾向はここ数年変わらない
が、若年女性のやせの増加傾向、および高齢者の低栄養
による運動機能障害が問題になっている。「日本人の食
事摂取基準」（2020年版）策定検討会においても、高齢者
の低栄養対策が重視され、超高齢社会という面で先に進
んでいる日本と、他の国とは事情が異なる部分がある。

また、本ガイドラインの推奨２および推奨３の根拠と
なったう蝕に関しては、WHOデータバンクに掲載され
ている世界各国の口腔保健状況によると、世界的に12
歳児のう蝕が増加しており、加糖飲料の摂取量増加に口
腔衛生の対応が追い付いていない結果であると推測でき
る。一方、日本においては、1980年代をピークに現在
まで小児のう蝕の数および比率は減少しているという結
果が、文部科学省による学校保健統計調査 18）より得ら
れている。さらに、2017年の同調査 18）から、現在の子
どものう蝕は、親世代、祖父母世代の子ども時代と比較
して半減していることが明らかになっている。これは歯
磨きだけでなく、定期的な歯の健康診断およびフッ素塗
布等の口腔衛生への対応が普及したことによると推測さ
れる。以上のように、本ガイドラインの背景にある世界
各国の肥満やう蝕の諸問題は、日本の実情に合致しない
部分が多いといえる。

冒頭で触れた「日本人の食事摂取基準」（2020年版）策
定検討会の報告書が、 2019 年に取りまとめられている。
また、「日本食品標準成分表」の炭水化物編が2015年に
編集され、その後も毎年追加更新されている。現在のと
ころ、日本では糖類は栄養表示において義務表示ではな
く、「国民健康・栄養調査」においても糖類の摂取量は調
査されていない。本ガイドラインは、日本における調査、
検討に影響を与え、糖類の摂取基準策定の方向に検討が
進むものと推測される。

Ⅶ．まとめ

世界の肥満やう蝕の課題に対応するため、WHOが本
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※5　 メタ解析（メタアナリシス）；システマティックレビューにお
いて、過去に行われた複数の臨床試験の結果を、統計学の手
法を用いて統合し、全体としての傾向を解析する研究方法。

※6　 生態学的研究；個人ではなく、集団を単位として集計や計算
を行う観察研究の一種。集団研究ともいう。本稿の引用文献
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の作成で標準的に用いられている。
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Abstract

The World Health Organization （WHO） was concerned about the e�ect of increased intake of free sugars on the 
global public health （an increase in noncommunicable diseases） and published the "Guideline： Sugars Intake 
for Adults and Children" in 2015. The guideline provides recommendations on the intake of free sugars based on 
scientific evidence from a systematic review （SR） of obesity and dental caries.
The author confirmed the details of the SR in the original paper and had the following findings： （1） while a me-
ta-analysis of increased sugar intake suggested a comparable weight increase, another meta-analysis of isoener-
getic exchanges of free sugars with other carbohydrates showed no change in body weight; and （2） although 
the recommendations of the guideline are based on scientific evidence from a SR of free sugars intake and den-
tal caries, the quality of some available evidence was considered to be very low.
The guideline is also used as a reference by Japanese nutrition policy makers. This paper explores how we dieti-
tians can use the guideline.

Keywords： WHO Guideline： Sugars intake for adults and children （2015）, Obesity, dental caries, noncommuni-
cable disease, systematic review
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