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食を楽しむ子どもの育成 

～孤食と食への関心の関係性～ 

 

大塚帆夏， 鈴木 福， 武田桜子， 田村有紀， 若松 歩 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ１ 

 

日本では、現在子どもの孤食の増加が問題となっている。農林水産省が発行している食育白書によると３

食ほとんど毎日１人で食べている子どもは平成 23年から 29年にかけて 5.1％増加している。また、育児

に関する複数のサイトによると、孤食の人は食への関心が低下するともいわれている。私たちは、「孤食」

と「食への関心」の関係性に注目し、アンケートを実施した。その結果、孤食の子どもは、食に対して能

動的な観点では関心が低いということが分かった。さらに、孤食の形態として、「部分孤食」が存在する

と推測した。そこで私たちは、食に対して、能動的・意欲的な子どもの育成を目指すことを提案する。具

体的には、学校での新たな形の調理実習を行い、子どもの食事を作る技術の向上や、食に関する知識の獲

得を目指す。また、ポスターでの啓発・スーパーでの店内放送を活用して、親や子ども自身の部分孤食へ

の認知を高めてもらう。 

 

キーワード 子どもの孤食、食への関心、食育 

 

 

Ⅰ 序論 

 現在、孤食の増加は問題になっており、なかで

も、子どもの孤食が問題になっている。孤食とは、

「１人で食事すること」を指す。農林水産省が発

行している食育白書によると３食ほとんど毎日１

人で食べている子どもは平成 23年から 29年にか

けて 5.1％増加している。また、足立巳幸氏の論

文に代表されるように、日本では共食や孤食とい

った食事形態に着目した研究が多く行われている。 

さらに、海外でも、１人で食事を食べる頻度に

ついて記載している論文（Characteristics of 

Family Mealtimes Affecting Children's 

Vegetable Consumption and Liking）のような、

食環境をテーマとする論文が多数存在している。

このように、食環境や食事形態に注目しているの

は日本も海外も共通だと言える。 

また、育児に関する複数のサイトによると、孤

食の人は食への関心が低下する。食への関心の低

下は、味覚障害、自炊頻度の低下、栄養バランス

の偏りなどを引き起こすとも言われている。さら

に、石井雅幸氏、上島理歩氏の論文によると、成

長期の子どもの孤食は、大人になってからの食生

活や生活習慣に大きな悪影響を及ぼす。 

日本の孤食の原因は主に、核家族化や共働き化

といった現代社会の変化によって、家庭内での家

族の食事の時間帯が一致しないことだとされてい

る。このような現代社会の動きはこれからも続い

ていくことが予想され、その流れを変えることは

難しいと考えられる。 

 

Ⅱ 仮説 

これらのことから私たちは、孤食の原因である

社会の流れを変えることによる改善に着目するの

ではなく、食への関心の低下を孤食の重大な問題

として捉え、問題点である食への関心の低下を食

育の面から孤食に働きかけることで改善しようと

考えた。そこで、食への意識を変えることのでき

る食育を行うことで、食への関心が低下する子ど

もの増加を抑制し、孤食の問題の改善につながる

のではないかという仮説を立てた。現代社会の変

化の中で、現代人は、食事以上に優先することが

増えてきている。そこで、私たちは食事のとらえ

方を見直すことで、食を楽しむ子どもの育成をし

たいと考えた。 
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Ⅲ 調査方法 

調査１ 

 上記の仮説を検証するために、子どもの孤食に

関する意識調査や現状に関するデータを探したが、

思うような調査は行われていなかった。そこで、

朝自習の時間を使って、本校中等部生 234 人に「学

童・思春期の食習慣の現状」（千葉大学看護学部）

の調査論文をもとに、子どもの孤食と食への関心

についてのアンケートを実施した。この調査では、

中学生の食事形態の現状と、食への関心が低下す

る項目について調べた。 

 

内容 

（１）部活動や習い事をしているか。 

①学校がある日だけ部活動や習い事がある。 

②学校がある日も、学校が休みの日も、部

活動や習い事がある。 

③学校が休みの日だけ、部活動や習い事が

ある。 

④部活動や習い事は、特にない。 

 

（２）夕食を誰と食べることが多いか。 

 ①家族全員で食べることが多い。 

   ②兄弟や姉妹だけで食べることが多い。 

   ③自分ひとりで食べることが多い。 

 ④その他（理由） 

 

（３）（２）で、イ、ウと答えた人は、その理

由は何か。 

①家族が不在 

②自分の部活動や習い事 

③兄弟や姉妹だけ、または１人で食べたい 

④その他（理由） 

 

（４）ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食

べる回数は何回か。（Ｑ１） 

①０回 

②１、２回 

③３、４回 

 ④５、６回 

 ⑤毎日 

 

（５）夕食を食べるのにふだんどのくらい時間

をかけるか。 

①１０分以下 

  ②１０分～２０分  

③２０分～３０分 

 ④３０分～４０分  

⑤４０分～５０分 

⑥５０分～１時間 

⑦１時間以上 

 

（６）食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。（Ｑ２） 

①食事や食材への関心がある。 

②料理をすることが好き。 

③料理の手伝いが好き。 

④食に関するテレビや雑誌などを見る。 

⑤食事をおいしいと思う。 

⑥食べることが楽しい。 

⑦食べることが好き。 

⑧食事に満足している。 

⑨自分の食事をよい食事だと思う。 

 

調査２ 

日本と海外の違いについて知るため、子どもの

孤食と食への関心について外国人へのアンケート

を実施した。また、アンケート内容は、調査１か

ら重要だと考えられる項目に絞り、各国の現状に

関する項目を付け足した。本校への留学生とその

知人に URLを送り、アンケートフォームを通して、

回答してもらった。41 名からの回答が得られた。

今回は、その中から、回答者数の最も多かったア

メリカ(32人)の結果をまとめた。 

 

内容 

（１） 夕食を誰と食べることが多いか。（学

校がある日とない日） 

 

（２）夕食を食べるのにふだんどのくらい時間

をかけるか。 

①１０分以下 

  ②１０分～２０分  
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③２０分～３０分 

 ④３０分～４０分  

⑤４０分～５０分 

⑥５０分～１時間 

⑦１時間以上 

 

（３）食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。（Ｑ２） 

①食事や食材への関心がある。 

②料理をすることが好き。 

③料理の手伝いが好き。 

④食に関するテレビや雑誌などを見る。 

⑤食事をおいしいと思う。 

⑥食べることが楽しい。 

⑦食べることが好き。 

⑧食事に満足している。 

⑨自分の食事をよい食事だと思う。 

 

（４）①日本では孤食が社会的な問題とされてい

るが、あなたの出身地では問題視されて

いるか。（Ｑ３） 

   ②日本では、子どもが 1人でご飯を食べる

ことがあるが、あなたの出身地ではある

か。（Ｑ４） 

   ③あなたの出身地では、孤食に対する食育

政策は行われているか。また、それはど

のようなものか。(自由記述)（Ｑ５） 

 

Ⅳ 調査結果 

調査の結果、以下の回答を得ることができた。 

 

図１「ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食べ

る回数は何回か。」 

 

Ｑ１「ふだんの１週間のうち、夕食を１人で食

べる回数は何回か。」の質問に対して、①０回

（65.81％）②１、２回（16.66％）③３、４回（9.4％）

④５、６回（1.83％）⑤毎日（1.23％）という回

答が得られた。①を「孤食なし」、週に１回以上夕

食を１人で食べている②③④⑤を「孤食あり」と

考えると、10 人に約 3.5人が孤食を日常的に経験

していると読み取れる。（図１） 

 

 

図２「食への関心や食事のとらえ方について、以

下の項目に該当するか。(孤食のグループ)」 

 

Ｑ２「食への関心や食事のとらえ方について、

以下の項目に該当するか。」の質問に対しする結果

を、Ｑ１の結果の「孤食なし」と「孤食あり」に

分けた。そして、「孤食あり」で、「はい」を選択

した人の割合を項目ごとに比較した。①食事や食

材への関心がある（63.8％）②料理をすることが

好き（51.2％）③料理の手伝いが好き（42.5％）

④食に関するテレビや雑誌などを見る（36.2％）

⑤食事をおいしいと思う（95.0％）⑥食べること

が楽しい（85.0％）⑦食べることが好き（81.2％）

⑧食事に満足している（92.5％）⑨自分の食事を

よい食事だと思う（73.7％）という回答が得られ

た。この結果から、食事をつくる、食に関する知
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識を得ようとする（②③④）という観点において

は、子ども達の関心が低く、それ以外の項目にお

いては、子ども達の関心は高いと読み取れる。（図

２）これは、アメリカも同じ傾向が見られる。 

 

 Ｑ３「日本では孤食が社会的な問題とされてい

るが、あなたの出身地では問題視されているか。」

の質問に対して、「はい」を選択した人は 81.3％

だった。 

 

 Ｑ４「日本では、子どもが 1人でご飯を食べる 

ことがあるが、あなたの出身地ではあるか。」の質 

問に対して、「はい」を選択した人の割合は 75.0％ 

だった。 

 

Ｑ５「あなたの出身地では、孤食に対する食育

政策は行われているか。また、それはどのような

ものか。」の質問に対して、『携帯、タブレット、

コンピューターなどの電子機器を使いながらの１

人での食事は、いたって普通のことであり、一般

的なものである。』『国内において、栄養や、食品

流通に関する問題が多々存在するため、孤食に関

する政策への優先度は低い。』『政策はあるとは思

うが、大学以前の子供たちに普及しているとは思

わない。忙しいため、１人で外食する人が多い。』

という回答が得られた。 

                       

Ⅴ 結論と考察 

Ｑ１の調査結果より、中学生の 10 人に約 3.5

人が孤食を定期的に経験しているといえる。これ

は、私たちの予想よりも多く、孤食は私たちにと

って想像以上に身近なものだということが示唆さ

れる。 

そこで、私たちは、孤食と聞くと、部屋で１人

だけで食事をとっている様子をイメージし、孤食

を身近なものではないという感覚があるのではな

いかと考えた。孤食には、イメージされるような、

周りに全く人がおらず１人だけで食べている状況

と、周りに人はいるものの１人で食べている状況

が挙げられる。私たちは、前者を「完全孤食」、後

者を「部分孤食」とした。私たちは、孤食にはい

ろいろな場合が挙げられるものの、この部分孤食

が孤食として認識されておらず、そのため、孤食

が身近なものではないという先入観を持ちがちな

のではないかと考えた。部分孤食も孤食の一つで

あり、部分孤食も完全孤食も同じように問題点を

持ち、私たちが注目した食への関心の低下もその

一つである。完全孤食は、１人で食べているとい

う環境自体を変えることはできない。しかし、完

全孤食は孤食と注目され、現在子ども食堂などの

対策がとられている。 

一方、部分孤食は、努力次第で孤食ではない環

境に変えられる。例えば、親がいるものの、子ど

もが１人で食事をしている場合、その近くで、家

事をするようにして、食事中の子どもとコミュニ

ケーションをとる。それにもかかわらず、そもそ

も孤食として認識されていないため、対策はとら

れていないと考えられる。そのため、部分孤食を

孤食として認識してもらい、問題への対策をする

必要がある。 

Ｑ２より、子どもたちの料理に関する意欲が低

いことが分かった。このことから、近年食育は社

会的に推進されているものの、現在の食育は子ど

もの食に対する積極的取り組み(自分で料理をす

る、料理の手伝いをする、料理に関する知識を高

めるなど)につながっていないのではないかと考

えられる。与えられた食事を享受して満足するだ

けでなく、自分から積極的に食に対して行動しよ

うとする子どもの育成が必要だと考えた。また、

その子供が親になったとき、自分の子どもが食に

積極的に行動できるような食環境を提供できる。

つまり、食に対して積極的な子どもの育成は、次

世代の子どもが積極的な食意識を持つことにも繋

がる。 

Ｑ３、Ｑ４、Ｑ５より、日本同様、アメリカで

も１人で食事することがあり、孤食は問題視され

ている。しかし、アメリカには解決すべき問題が

多くあるため、孤食への対策の優先度は低く、孤

食に対して具体的な政策はされていないことも分

かった。 

私たちはこの調査から、孤食が私たちにとって

身近なものであること、孤食には完全孤食と部分

孤食があり、部分孤食の認識がされていないこと、

孤食の子どもが食に対する積極的な行動をしてい
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ないことが分かった。以上のことから、食事をす

る環境や、食事を大切にするという意識の見直し

を促すような食育や取組を行うことによって、食

を楽しむ子どもの育成ができると考えた。 

 

Ⅵ 提案 

日本での孤食について、まず、部分孤食を孤食

として認識してもらうために、親への食育を提案

する。第一段階として、親に部分孤食の存在と、

部分孤食に対する対策を知ってもらう。そのため

に、子どもをもつ大人が多くいると思われるスー

パーで店内放送での呼びかけやポスターの掲示を

行う。また、親が必ず訪れる検診での食育ブース、

地域の育児サークル、子育て交流広場等も検討し

たい。店内放送やポスターでは、部分孤食は孤食

であり、１人で食事をしている子どもの周りに親

がいる場合、コミュニケーションをとることが必

要であると親に伝える。 

第二段階として、親に伝えたことを実践しても

らう。そのために、私たちは食に関するクイズが

書かれた、コミュニケーションカード（図３）と、

そのカードを用いて、食卓でのコミュニケーショ

ンを図ることを提案する。子どもが食卓でのコミ

ュニケーションをとれるよう、１人で食事をして

いる子どもの周りに親がいるときに、そのカード

を、コミュニケーションをとるきっかけとして利

用してもらう。これらの親に対する食育を行うこ

とによって、これまで孤食として認識されていな

かった部分孤食を孤食として認識してもらい、対

策してもらうことができる。 

 

 

図３ コミュニケーションカードの例 

（秋田市ひまわり調理実習での配付資料参考） 

 

さらに、子どもにも部分孤食を知ってもらうた

めに、家庭科の授業で部分孤食について教え、食

環境に関する学習（孤食や、食環境が及ぼす栄養

摂取率など）をより多く詳細に取り入れてもらう

ことで、子ども自身にも部分孤食を認識してもら

うことができると考える。 

次に、食に対して積極的な子どもの育成を目指

すため、学校での新たな調理実習のかたちを提案

する。家庭科の先生に、料理に使う食材や料理の

テーマを設定してもらい、その食材を使ってテー

マに沿った料理を生徒が自分で考えてつくるとい

う調理実習である。例えば、「季節の食材を使い、

母の日のメイン料理をつくる」というテーマを設

定し、生徒がペアになって、料理を考えてつくる。

この調理実習を行うことで、現代の子どもたちに

欠けている、食事をつくる技術の向上や食に関す

る知識の獲得が期待できると考えた。秋田市役所

での研究発表・提案を行ったグローカルミーティ

ングでは、調理実習は、国で実施することが定ま

っているため、現実的には難しいが、生徒が自由

にレシピを考えるのは良い発想であり、内容を変

えるのではなくて、担当の先生の時間の使い方や

教え方によっては可能であると指摘を受けた。そ

こで、少人数１班で作る品数を減らし、すべての

役割（切る、焼く、洗う等）を全員が触れるよう

に分担する。 

また、アメリカにも孤食はあるものの、アメリ

カでは、孤食対策の優先度は他の問題よりも低く、

孤食に対する具体的な政策が行われるというのは

考えにくい。今回の私たちの孤食の子どもの食へ

の関心を高めるための提案は、学校教育の一部で

ある授業での調理実習であるため、アメリカへの

提案は難しいと考えた。今回の研究で得られた結

果をもとに、アメリカに合った、孤食の子どもの

ための食育への考察が必要だ。 
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長、聖霊女子短期大学生活文化科健康栄養専攻髙
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“Food style” and “Food preference”  

We are researching food style and food preference, and we’d like to know about your 

eating habits as a child. We respect your privacy and personal data. We’d like you to 

ask for your cooperation in our survey. 

 

 

 

Please answer the following questions (Q2-Q5) and circle the closest answer related 

to your time in you spent with your family. 

 

Q2 Who did you usually have dinner with? Please circle one answer for School 

days/Weekend. 

 

 

 

 

 

 

Q4 The following questions are about “your current food preference”.  

①Do you have any interest in food or ingredients? 

②Do you like to cook?  

③Do you like to help with the cooking? 

④Do you watch TV or read magazines about food? 

⑤Do you think the food is delicious?  

⑥Is it fun to eat?  

⑦Do you like eating?  

⑧Are you satisfied with your meal?   

⑨Overall do you think you have a good time having meals?      

 

Q5 The following is about eating alone, eating in solitude. 

①Currently there are social issues related to diet and food consumption in Japan. Are these 

issues, also relevant in your country?                         Yes      No 

②Children sometimes eat alone in Japan, without their parents. Is this common in your 

country?                                                    Yes      No 

③Are there any measures related to eating alone in your country now? Please elaborate. 

 

参考 留学生とその知人へのアンケート

‣ Weekend 

a. All family members 

b. Brothers and sisters only 

c. Nobody 

d. Others 

 

Akita Minami High School 

World food problem 

research 

‣ School days 

a. All family members 

b. Brothers and sisters only 

c. Nobody 

d. Others  

                                    

      )  

Q1(1) Where are you from?   

(2) How old are you?  

Q3 How long did it take for you to have dinner? 

a.10 min   b. 10-20 min   c. 20-30 min   d. 30-40 min   e. 40-50 min    

f. 50-60 min   g. More than one hour 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes    No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 

Yes     No 
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食事形態と食への関心について  秋田南高等学校国際探究Ⅱ・１班 

私たちは、中等部の皆さんの夕食の食べ方や、食への関心に注目して探究活動を行っています。

皆さんの個人情報やプライバシーには十分配慮いたしますので、アンケートへのご協力をお願いい

たします。 

 

質問１ あなたの学年の記号を〇で選んでください。 

    ア・中等部１年生  イ・中等部２年生  ウ・中等部３年生 

 

質問２ あなたは部活動や習い事をしていますか。最も近いものを１つ選び、記号を〇で囲んでく

ださい。 

ア・学校がある日だけ部活動や習い事がある。 

イ・学校がある日も、学校が休みの日も、部活動や習い事がある。 

ウ・学校が休みの日だけ、部活動や習い事がある。 

エ・部活動や習い事は、特にない。 

 

質問３（１）あなたは、夕食を誰と食べることが多いですか。最も近いものを１つ選び、記号を〇

で囲んでください。（学校がある日、学校がない日について、それぞれ答えてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）で、イ、ウと答えた人は、その理由について最も近いものを１つ選び、記号を〇

で囲んでください。 

ア・家族が不在だから 

イ・自分に部活動や習い事があるから 

ウ・兄弟や姉妹だけ、または１人で食べたいから 

エ・その他 

 

 

 

学校がある日 

ア・家族全員で食べることが多い 

イ・兄弟や姉妹だけで食べることが多い 

ウ・自分１人で食べることが多い 

エ・その他 

具体的に教えてください 

学校がない日 

ア・家族全員で食べることが多い 

イ・兄弟や姉妹だけで食べることが多い 

ウ・自分１人で食べることが多い 

エ・その他 

具体的に教えてください 

具体的に教えてください 
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質問４ ふだんの１週間のうち、あなたが夕食を１人で食べる回数は何回ですか。（ただし、テスト

期間や、部活動自粛期間は除きます。）最も近いものを１つ選び、記号を〇で囲んでくださ

い。 

ア・０回  イ・１、２回  ウ・３、４回  エ・５、６回  オ・毎日 

 

質問５ あなたの家庭では、どの時間帯に家族全員が家にそろいますか。そろう場合は、例に従っ 

て記入してください。そろわない場合は、「そろわない」を〇で囲んでください。（学校が 

ある日、学校がない日について、それぞれ答えてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

質問６ あなたは夕食を食べるのにふだんどのくらい時間をかけますか。最も近いものを１つ選び、

記号を〇で囲んでください。 

ア・１０分以下   イ・１０分～２０分 ウ・２０分～３０分 エ・３０分～４０分  

オ・４０分～５０分 カ・５０分～１時間 キ・１時間以上 

 

質問７ 食への関心や食事のとらえ方についての質問です。当てはまる方を〇で囲んでください。 

（１）食事や食材への関心がある        はい・いいえ 

（２）料理をすることが好き          はい・いいえ 

（３）料理の手伝いが好き           はい・いいえ 

（４）食に関するテレビや雑誌などを見る    はい・いいえ 

（５）食事をおいしいと思う          はい・いいえ 

（６）食べることが楽しい           はい・いいえ 

（７）食べることが好き            はい・いいえ 

（８）食事に満足している           はい・いいえ 

（９）自分の食事をよい食事だと思う      はい・いいえ 

 

 

以上で、質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

参考 本校中等部へのアンケート 

例：１６時～１７時と２０時以降 

学校がある日 

 

・そろわない 

  

学校がない日 

 

・そろわない 
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大手ファミリーレストランで高齢者の食生活のサポート 

 

斎藤ほの花， 三浦裕加， 猿田実優， 藤澤咲希， 藤原美菜 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ２ 

 

高齢者の「孤食」。高齢化が進む中で孤食高齢者は増加する一方である。私たちは企業や地域のコミュニ

ティを利用した「孤食」の解決方法を提案する。 

 

キーワード 孤食、高齢化、老人食堂、ファミリーレストラン 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

私たちが解決したい問題は、高齢者の「孤食」

である。近年、一人暮らしの高齢者が増加してい

る。（図１参照）それに伴い、高齢者の「孤食」

も増加している。アメリカの研究では、孤食者は

共食者と比較して、摂取カロリーが１～２割低下

し、それに伴い BMI も低下することが明らかにさ

れた。また、東京大学の研究チームによって、孤

食高齢者はうつ病になりやすく、一緒に食事をす

る人がいる高齢者と比較してうつ病になる可能

性が男性で 2.7 倍、女性では 1.4倍高くなるとい

うことが示された。 

このように「孤食」は高齢者の健康をおびやか

す深刻な問題を引き起こす。 

 

Ⅱ 問題の背景 

高齢者の「孤食」が増加している原因の一つに、

高齢化に伴う単身住まいの高齢者が増加してい

ることが挙げられる。内閣府発表の統計によれば、

単身住まいの高齢者は 1980年では男性約 19万人、

女性約 69万人だったのに対して、2010年になる

と男性約 139万人、女性約 341万人にまで増加し

ている。 

さらに、2035 年には男性約 261 万人、女性約

501万人にものぼると推計されている。 

 

図１ 高齢者の一人暮らしの割合 

 

内閣府が５年ごとに実施する「高齢者（60 歳

以上）の生活と意識に関する国際比較調査」（2016

年）によると、「家族以外に相談あるいは世話を

しあう親しい友達がいるか」という質問に対して

日本の高齢者の 25.9％が「いない」と回答して

いる。つまり、４人に１人の高齢者が「友達がい

ない」状態にある。この調査は日本を含めた４ヵ

国で実施されており、他の３ヵ国の割合は、アメ

リカで 11.9%、ドイツで 17.1％、スウェーデンで

8.9％であり、日本は他の国に比べて高い割合に

なっている。 

私たちは、日本における「友達がいない」高齢

者の割合が高い理由の一つに、日本人の内向的な

性格があるものと考えた。一般に「遠慮がちで慎

み深い」とされている日本人であるが、その気質

が「孤食」を深刻化させているとも言える。 
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Ⅲ 研究仮説 

私たちは高齢者の「孤食」を解消するために、

高齢者同士が気軽に、また、積極的にコミュニケ

ーションをとることができる環境を創出するこ

とが必要であると考えた。私たちが考えた望まし

い環境が老人食堂である。老人食堂とは、子ども

食堂を高齢者向けにしたものであり、食事の提供

を通して、高齢者同士の交流を図る場である。実

際に千葉県や福岡県では「孤食」でバランスのい

い食事を取れない高齢者のために、実験的に老人

食堂を開店している。この老人食堂という概念を

全国的に広く普及させることで、高齢者の「孤食」

を解決できると考えた。 

その一方、何もないところから新たに食堂を開

業するには、土地や人件費など莫大な経済的費用

が必要であるために全国な普及は難しい。そこで

「孤食」を解決する新たな仮説として、既存の飲

食店に老人食堂の要素を取り入れることを提案

したい。すでに起動している飲食店であれば、費

用のリスクを回避できる。この考え方に最も合致

しているのは、ファミリーレストランであると考

える。ファミリーレストランで「高齢者の日」な

どの企画を実施し、高齢者同士が関わりあえるよ

うな活動を提案したい。その際には例えば、 

・相席状態にする。 

・名札を付ける。 

・高齢者の雇用情報などを提供する。 

などの対応が考えられるが、このような活動をす

ることで、高齢者が気軽に共食できる場を提供で

きるのではないだろうか。 

また、図２のグラフから、平日の昼間のファミ

リーレストランは、来客数が少ないことが分かる。

そのため「高齢者の日」の開催は平日が望ましい

と考えられる。ファミリーレストランに限らず、

既存の施設に高齢者のコミュニティを設ける手

法は「孤食」解決への重要な要素であると考える。 

 

 

Ⅳ 調査方法 

班の仮説の妥当性を調べるために秋田市役所

を訪問し、グローカルミーティングを行った。 

 

図２ ファミリーレストラン５店の平均来客数 

 

Ⅴ 調査結果 

グローカルミーティングでは、次の２つについ

て秋田市役所の担当の方々と協議した。 

① 秋田市で行われている高齢者の「孤食」

解消に関わる事業について 

② ファミリーレストランで「高齢者の日」

を開催するにあたっての実現性について 

・①について 

現在の秋田市は、WHOが提唱する「エイジフレ

ンドリーシティ」に指定されている。これは、世

界的に進行する高齢化に対応するためのプロジ

ェクトである。 

 

 

図３ エイジフレンドリーシティのイメージ 

 

「エイジフレンドリーシティ」の領域的な施策

として、例えば高齢者などこれまで地域との関わ

りが薄かった地域住民が、地域資源を活かしたコ
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ミュニティ活動に参加できるようにすることを

目的として、地域におけるコミュニティ活動の推

進を図っていることが分かった。また、実際に秋

田市では「秋田市高齢者生活支援体制整備事業」

の一環として、地域住民の困りごとに対する適切

な支援を行うために、18 の地域包括支援センタ

ーが設置されている。そのうち、川元地域包括支

援センターでは、高齢者同士で関わる機会を設け

るために、多くのコミュニティ活動を行っている

とのことであった。 

 

 

図４ 地域包括支援センターのパンフレット 

 

協議中、「高齢者の日」を設けるという提案に

ついては、「高齢者」の語をダイレクトに用いな

い方が高齢者にとって受け入れやすいとのアド

バイスを頂いた。私たちの代案としては「シルバ

ーデー」などの語が挙げられる。 

・②について 

秋田市では月に２回程度広報を発行している

が、担当の方との協議を通して、多くの高齢者が

広報を読んでいることが分かった。加えて、この

広報に加えて、年１回「高齢者保健福祉ガイド」

が発行されており、秋田市は高齢者に情報提供を

しやすい環境であることを知った。また、高齢者

の移動手段についてうかがったところ、秋田市で

は高齢者コインバス事業を行っており、満 65 歳

以上の市民に対して交付している「コインバス資

格証明書」を提示することで、市内の路線バスで

ある「秋田市マイタウンバス」に 100 円で乗車で

きるとのことであったが、 

現時点では、予算取りが難しく、このような事業

を開催するにあたって、市役所から補助していた

だくことはできないために、企業との直接的な交

渉が必要であることを知った。 

 

Ⅵ 仮説の検証 

グローカルミーティングにより、秋田市は「エ

イジフレンドリーシティ」に指定されており、実

際に地域ごとのコミュニティ活動を行っている

ことが分かった。加えて、ファミリーレストラン

での高齢者コミュニティ創出については、公的な

予算で運営することは難しいものの、広報や高齢

者保健福祉ガイド等で告知すること可能であり、

移動についても市のコインバスを用いればある

程度確保できることが分かった。そのため、企業

との交渉次第で「シルバーデー」の開催は十分に

実現できると考える。 

 

Ⅶ 結論と考察 

ファミリーレストランで「シルバーデー」を開

催することによって、高齢者は共食の機会を得ら

れ、コミュニティの輪を広げることができる。ま

た、地域ごとのコミュニティ活動も多くあるため、

高齢者が積極的に参加することで高齢者同士の

関わりが増える。 

以上のことから、高齢者の「孤食」解決のため

の一つの方法として、ファミリーレストランや地

域コミュニティの活用を提案する。 
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おやつで野菜嫌いをなくし、健康的な生活を目指す 

 

浅利玲奈， 鎌田美羽， 佐々木風菜， 佐藤妃奈乃， 齋藤若葉 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ３ 

 

 

現代の日本人の死因第１位は生活習慣病（*1）である。また、世界の総死亡数の約 60％が生活習慣病を

原因としている。生活習慣病は栄養、食生活と深く関連している。私たちは特に食生活に注目した。食生

活は幼少期に確立され、幼少期に特定のものを嫌いになったり、食べなかったりするとその後の偏食につ

ながる。また、野菜にはビタミンなどの栄養や食物繊維など日常生活に必要な成分が多く含まれている。

しかし、カゴメ株式会社が３歳から中学生の親に対して行った調査では約６割の子供に野菜の好き嫌いが

あることがわかった。そこで私たちは、子供にとって身近な存在であるおやつに野菜を加え、野菜の好き

嫌いをなくすことを提案する。子供は１食で摂取できるエネルギーが少ないためおやつは、朝、昼、晩の

３食で補うことのできないエネルギーや栄養を補うためのものである。しかし近年、砂糖や人工甘味料を

多く含むスナック菓子や飲料などの普及によりおやつによる砂糖の過剰摂取が問題視されている。そこで

野菜を加えたおやつは健康的な食生活を身に付け、将来の生活習慣病を防ぐ可能性を秘めている。 

 

キーワード おやつ、野菜嫌い、生活習慣病、偏食 

 

Ⅰ 問題の所在 

１ 子供の偏食について 

幼少期の偏食及び好き嫌いによって、幼少期・

成長後の肥満や生活習慣病のリスクが高まる。全

国保育団体連絡会・保育研究所の調査によると、

子供の食事で困っていることとして「過食（*2）」

「早食い」などより「偏食」「むら食い」を回答

する親が増加している。 

偏食によって体に必要な栄養素が充分に取れな

くなることで、身体のバランス機能が崩れて糖尿

病、脂質異常症（*3）、肥満、高血圧などの生活

習慣病が引き起こされやすくなる。また、味覚障

害（*4）も起こり得る。 

私たちは偏食の中でも、幼児が嫌いとする食物

の上位を占めるのが野菜であるため、野菜嫌いに

注目した。 

 

２ おやつの役割について 

おやつとは間食のことで、本来の目的は食事で

足りない栄養やエネルギーを補うことである。特

に２歳から３歳の子どもは１回の食事で摂取で

きる量が少なく、３食で不足する栄養やエネルギ

ーをおやつで補う必要がある。しかし、現状はお

やつを与える時間に気をつかっている親は多い

が、栄養価に気をつかっている親は少ない。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 子供の偏食について 

平成 27年度に厚生労働省が発行した「乳幼児栄

養調査結果の概要」に６歳未満の子供をもつ保護

者が「現在子供の食事で困っていること」の項目

がある。この調査によると、「偏食する」と回答し

ている保護者は、２歳～３歳未満では 32.1％、３

歳～４歳未満では 30.6％、４歳～５歳未満では

32.9％、５歳以上では 28.5％であった。［図 1］ 

また、同調査で「食事よりも甘い飲み物やお菓

子を欲しがる」と回答した保護者は２歳～３歳未

満では 24.8％、３歳～４歳未満では 21.6％、４歳

～５歳では 16.1％、５歳以上では 13.8％である。 
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図１ 現在子供の食事で困っていること 

‐厚生労働省 

 

２ 子供の野菜嫌いについて 

カゴメ株式会社が３歳から 15 歳までの子供を

もつ保護者に行った調査によると、60．8％の子供

に野菜の好き嫌いがあるという結果が得られた。 

 

 

図２ 子供の好き嫌い‐カゴメ株式会社 

 

また同調査で子供が嫌いな野菜として挙げられ

ているのは、１位ナス、２位ピーマン・シイタケ、

４位水菜、５位オクラである。 

 

３ おやつの役割について 

 おやつは、朝、昼、晩の３食では補うことので

きないエネルギーや栄養を補うことを目的とする。

子供は１回の食事の摂取量が少ないため十分なエ

ネルギーや栄養を補うことは難しい。そのため、

おやつを３食の間に食べることにより、１日の活

動に必要な量のエネルギーや栄養を補うことが可

能になる。 

 

４ おやつの与え方についての栄養調査 

 平成 27 年度に厚生労働省が行った乳幼児栄養

調査結果に「子どもの間食の状況」がある。本調

査の「子どもの間食（３食以外に食べるもの）と

して甘い飲み物やお菓子を１日にとる回数」によ

ると、１回以上と回答した保護者は、２歳～３歳

未満では 94．2％、３歳～４歳未満では 95．3％、

４歳～５歳未満では 94．4％、５歳以上では 95．9％

である。 

 

 

図３ 子供の間食の状況「子どもの間食（３食以

外に食べるもの）として甘い飲み物やお菓子

を１日にとる回数」‐厚生労働省 

 

また、同調査の「子どもの間食（３食以外に食

べるもの）の与え方」では、「時間を決めてあげる

ことが多い」と回答した保護者は 56．3％、「甘い

飲み物やお菓子に偏ってしまう」と回答した保護

者は 17．2％、「スナック菓子を与えることが多い」

と回答した保護者は 15．8％、「間食でも栄養に注

意している」と回答した保護者は 10．8％である。 

 

 

図４ 子どもの間食の状況「子どもの間食（３食

以外に食べるもの）の与え方」‐厚生労働省 
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また、「幼児期の間食における保護者の意識と

現状」によると、間食の摂取頻度は異なるが、摂

取状況は 100%であるという結果がある。与える

際「量を決めて与える」と回答した保護者は 83．

1％である一方、「子どもが欲しがるだけ与える」

と回答した保護者は 14．5％である。与えるおや

つについて「市販品が多い」と回答した保護者は

92．7％であり、その理由として「手軽である」

「作る時間がない」ことがあげられている。市販

品の中で多く与えられる間食については、「スナ

ック菓子」が 52．0％、「アイスクリーム」が 48．

1％、「ゼリー」が 45．5％、「せんべい類」が 45．

5％である。また、「保護者の間食に対する意識」

によると、間食の目的を「子どもの楽しみのため」

としている保護者は 71．4％である一方、「栄養

やエネルギーを補うため」としている保護者は

18．2％である。 

 

Ⅲ 研究仮説 

私たちは、子供に野菜を含むおやつ（いわゆる

野菜おやつ）を日常的に食べさせることがこれら

の問題の解決につながるのではないかと考えた。

さらにこの「野菜おやつ」を、子供の好き嫌いや

偏食、食わず嫌いの度合いに分けて以下のように

調理することを提案する。 

1 すりつぶしてペースト状にすることで、野

菜の味を完全に消す。 

2 子供が、野菜の姿を認識できないように細

かく刻む。 

3 野菜の味がはっきり感じ取れるくらいに大

きく刻む。 

以上の３つの段階を、私たちは「３steps」とし

た。このステップのもと野菜おやつを調理し、子

供たちに日常的に食べさせることで子供が自然と、

食べられない野菜も克服でき、さらには野菜の好

き嫌いや食わず嫌いが原因で起こるさまざまな健

康問題も未然に防げるのでないかという考えだ。 

 

Ⅳ 調査方法 

① インターネットでの調査 

② フィールドワーク 

③ アンケート調査 

Ⅴ 調査結果  

１ 生活習慣病 

（1）定義 

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生

活習慣が、その発症・進行に関与する症候群（*5）」

と定義される。病原体や有害物質、遺伝的な要素

も疾病の発症や進行に影響するが、生活習慣が深

く関わっていることが明らかにされている。 

 

（2）現状 

 日本人の３大死因である癌、脳卒中、心臓病は

生活習慣病である。さらに、世界の総死亡数の死

因の 63％が生活習慣病である。 

癌は、予防薬がなく、予防法で最も効果的なの

は、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正

体重の維持」という５つの健康習慣を徹底するこ

とだ。この健康習慣によって癌のリスクはほぼ半

減する。 

 

２ 野菜の栄養  

 野菜はビタミン A、ビタミン C、カリウム、鉄の

重要な供給源である。特に、緑黄色野菜には、カ

ロテン、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C

が、淡色野菜にはカリウム、ビタミン C が多い。

これらの栄養素は、病気の予防や健康の維持など

に働きかける効能がある。 

 

表１ 栄養の働き 

 
 

３ サプリメント 

 水溶性ビタミン（*7）であるビタミン B1やビタ

ミン B2、ビタミン C などは過剰に摂取しても余分

な栄養は体外に排泄される。一方、非水溶性ビタ

ミンであるビタミン Aなどは過剰に摂取すると、
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体外に排泄されず、蓄積される。その結果、過剰

摂取による疾患が引き起こされる。したがって、

容易にサプリメント（*8）を摂取するのは、健康

を害するリスクが高まる。 

 

４ 子供の野菜嫌い 

子供の野菜嫌いには味や食感、においが関係 

している。 

① 味 

甘味や塩味、うま味は、生きていくために必 

要な食べ物であることを知らせるため、本能的

に好まれる傾向がある。しかし、酸味や苦味は、

食の経験が浅い子供は、危険な味として認識す

ることが多い。 

子供の味覚は年齢とともに変化すると考えら

れており、心身の発育や経験によって変わって

いくので、そのまま食べず嫌いにしないことが

求められる。 

② におい 

危険なものと認識し、嫌いという感情をもつ。 

③ 食感 

歯の発達と関係していて、食べにくい固さや

形状のものを口にすると、その印象が強く残っ

てしまい嫌いになることがある。 

そして、嫌いな野菜ランキングからも、これ 

らの特徴が読み取れる。 

 

表２ 子供が嫌いな野菜の順位 

 
 

５ ３steps 

① ペースト状にする…匂いや味を感じない 

② 細かく刻む…少しずつ味を濃くする 

③ 目に見える大きさ…味や匂いを感じる順序

を通し、子供が野菜を食べる機会を増やす。 

６ アンケート調査 

調理実習を行い、文化祭に来校した子ども(１～

13 歳)及びその保護者に実食してもらった。レシ

ピは一回目の調理実習と同じで、パプリカ入りソ

フトクッキーを作った。 

 

表３ アンケート調査結果 

 

 

ピーマンが苦手だが、クッキーでなら食べられ

るという子どもがいた。その一方でピーマンの味

に気がつく子どももいた。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

１ 調理実習 

３steps のもと、実際にレシピを考えて調理実

習をした。 

（1）野菜スムージー 

材料：ピーマン・リンゴ・バナナ・豆乳 

調理法：1.材料をよく洗い、ミキサーに入れる 

2.よく混ぜる 

 

（2）クッキー 

材料：ピーマン・パプリカ・ホットケーキミッ

クス・牛乳・砂糖・バター 

調理法：1.野菜をみじん切りにする。 

2.ホットケーキミックスに牛乳・砂糖・ 

バターを加え、混ぜる。 

3.1で切った野菜を 2に加える。 

4.3を適当な大きさに分けてクッキン

グペーパーを敷いたトレイに乗せ

オーブンで焼く(180℃で 20 分)。 
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（3）野菜チップス 

材料：オリーブ油・ピーマン・パプリカ・塩 

調理法： 1.ピーマン・パプリカを細切りにする。

2.クッキングシートで 1 の水気をとる。

3.オリーブ油をフライパンで熱して、 

   野菜を揚げる。 

4. 5分～10分ほど経ったら、クッキン 

 グシートに取り上げ余分な油をとる。 

 

２ 世界のレシピの共通点 

（1）ゆでる：食感が良くなる。 

 

（2）ペースト状にする：野菜の原型をなくす。 

 

（3）スパイス：生薬と同じ原料が含まれている。 

例）ショウガ…芳香性健胃薬、去痰薬（*9）、 

矯味剤（*10）。漢方としては

温める作用がある。 

ケイヒ（シナモン）…芳香性健胃薬、発

汗、解熱、鎮痛 

 

Ⅵ 結果と考察 

１ 調理実習を通して 

スムージー、クッキー、チップスと味や食感の

隠し方に段階を設け、私たちは実際に調理実習で

作り、学校の先生と実食した。 

 

図５ 調理実習でつくったスムージー（右上） 

クッキー（右下）、チップス（右下） 

野菜（ピーマン）の味を感じるかという観点で

は、スムージー、クッキーは他の食材を加え調理

してあるため味があまり感じられないという意見

だった。チップスでは、野菜本来の味が感じられ

た。一方で食感を感じるかという観点では、スム

ージー、クッキーともに野菜を細かく切ったが、

食感を強く感じた。また、風味やにおいが強く感

じられた。調理実習を行い、実食した結果、おや

つに野菜を加えることで、野菜の味を分かりにく

くすることは可能であった。しかし、食感、風味、

においをわかりにくくすることはこのレシピでは

難しかった。 

 

２ 世界のレシピの共通点を通して 

 野菜をゆでることで野菜がもつ繊維細胞が破

壊され食感が和らぐ。また、水分が除去され、味

が凝縮されることで、野菜本来の甘味を強く感じ

られるようになる。八つ橋やアップルパイに使用

されるシナモンやジンジャーブレッドに使用さ

れるショウガなどのスパイスは香りが強いため、

野菜の風味とにおいを分かりにくくすることが

でき、様々なお菓子に使われていることからおや

つとの相性が良い。 

 

Ⅶ 今後の研究 

今回の研究では野菜をおやつに加えることに

ついて着目したが、レシピの共有方法や発信方法

について検討できなかった。今後の研究を通して、

野菜おやつをより多くの家庭に普及し、子供をも

つ親同士がレシピを共有、発信する方法を研究し

たい。 
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脚注 

*1 生活習慣病     

…糖尿病、脂質異常症、高血圧など、生活習慣が

発症に深く関与していると考えらえている病気の

総称。 

*2 過食        

…臓器が必要とする以上のエネルギーを、生物が

過度に消費すること。体重増加や肥満を引き起こ

す。 

*3 脂質異常症     

…血液中に含まれる脂質が過剰、もしくは不足し

ている状態。 

*4 味覚障害      

…味覚の感度が低下したり、消失したりするなど

して、食べ物が本来持つ味を感じられない状態。 

*5 症候群      

…原因不明ながら共通の病態を示す患者が多い症

状の通称。 

*6 水溶性ビタミン 

…水に溶けやすいビタミン。ビタミン B1、ビタミ

ン B2、ビタミン C など、過剰に摂取しても余分な

栄養は体外に排出される。 

*7 非水溶性ビタミン 

…別名、脂溶性ビタミン。水に溶けにくく油に溶

けやすいビタミン。ビタミン A、ビタミン D、ビタ

ミン E など、過剰に摂取すると、体外に排出され

ず、蓄積される。 

*8 サプリメント 

…栄養補助食品とも呼ばれ、ビタミンやミネラル、

アミノ酸など栄養摂取を補助することや、ハーブ

などの成分による薬効が目的である食品。 

*9 去痰薬 

…咳を鎮め、痰を喉から出しやすくする目的で処

方される医薬品。 

*10 矯味材 

…苦い薬物に添加して、飲みやすくするもの。 
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知られざる海藻の効用 

～生活習慣の改善を目指して～ 

 

土橋励珠， 佐藤陽香， 佐々木望尋， 松橋亜美 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ４ 

 

現在、世界で高い死亡率を占めている生活習慣病が問題になっている。生活習慣病は偏った食事、運動不

足、飲酒、喫煙、ストレスなどによって引き起こされ、肥満、糖尿病、心疾患、がんなどのことをいう。

先進国で年々増加する患者数はもはや看過できるものではない。そこで私たちは生活習慣病の改善方法と

して食事に注目した。食事は私たちが日常的に行っているため、最も乱れやすく最も改善しやすい生活習

慣であるからだ。わたしたちは新たな健康食として海藻に注目した。研究を進めるうちに、海藻には、知

られていない効能が多くあること、そしてあまり食べられていない地域に提供するには問題点があること

を発見した。また、内陸国や土壌のヨードが乏しい地域で風土病となっている「ヨウ素欠乏症」の解決を

目指し、ヨウ素を多量に含む海藻を活用する方法を考察した。本文は海藻の効能、イメージ調査、効果的

に海藻を摂る方法およびヨウ素欠乏症に対する海藻の活用方法を述べたものである。 

 

キーワード 海藻、生活習慣病、ヨウ素 

 

 

Ⅰ 序論 

 現在、先進国での生活習慣病が社会問題になっ

ている。それは世界で生活習慣病が高い死亡率を

占めているからだ。生活習慣病は偏った食事、運

動不足、飲酒、喫煙、ストレスなどにより引き起

こされる。生活習慣病として挙げられるものは、

肥満、糖尿病、心疾患、がんなどだ。そこで私た

ちは生活習慣病の改善方法として食事に注目した。

食事は私たちが日常的に行っているため、最も乱

れやすく最も改善しやすい生活習慣であるからだ。

食事は自分で作ることでカロリー、塩分などの調

節ができ栄養バランスの改善もできる。 

偏った食事の一例がジャンクフードである。ジ

ャンクフードとは、高カロリー、高塩分、低栄養

であり、著しく栄養素を欠いた食品のことをいう。

両親の共働きや日常の忙しさから、安くて便利な

ファストフード店やコンビニエンスストアを利用

する人が増加している。現在、経済の発展などに

よりファストフード店やコンビニエンスストアは

世界各地に進出し、さらに身近なものとなってい

る。そのため、私たちは気軽にそれらを利用しジ

ャンクフードを多量摂取している。 

一方で、内陸国や土壌にヨウ素が乏しい国では、

ヨウ素欠乏症が問題となっている。これは食物か

らヨウ素を摂取することが難しいため、体内のヨ

ウ素量が極度に低下して発症する。ヨウ素欠乏症

の症状には乳幼児の発育不全、乳がんのリスクの

増大などがある。土壌のヨウ素が乏しいオースト

ラリアやニュージーランドでは、市販のパンにヨ

ウ素を添加することを義務付けることで解決を図

っているが、ハイチなどの経済が発達していない

内陸国では深刻化している。 

 

Ⅱ 研究仮説 

そこで私たちは、日本でよく食べられている海

藻に着目した。先進国の生活習慣病の予防方法と

して、豊富な栄養素を持つ海藻を各地域の料理に

織り込み、外国人の方々に海藻を提供する。また、

ハイチなどの内陸国におけるヨード欠乏症の予

防・改善方法として、ヨード欠乏症患者が多い地

域に日本で製造した海藻を使った離乳食や加工食

品を提供する。各国に提供するにあたって、海藻

にはどのような効用があるか、外国人の海藻に対

するイメージについてなどの調査を行った。 
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Ⅲ 調査方法 

私たちは、外国の方々の海藻に対するイメージを

調べるために、国際教養大学で簡単なアンケート

を行った。調査の結果、次ページの図１から分か

るように、海藻を食べたことのある人は全体の９

割を超えている。加えて、日本だけでなく、自国

で海藻を食べたことのある人も多くいた。これは、

海外にも海藻が売られているアジアンマーケット

があることや、近年、インターネットで海藻を手

に入れることが容易になったためであると考えら

れる。 

図１ 

図２ 

 

また、図２から海藻の味についてはおいしいと

答えた人が過半数を占めていることが分かる。味

について悪い印象を持っている人が少なかったこ

とは、私たちの予想とは違っていた。しかし、他

の質問で、多くの人々はのりしか食べたことがな

いと答えた。昆布やわかめなどは豊富な栄養を含

んでいるが、海藻はあまり世界に広がっていない。 

調査結果より自国の食文化を変えずに海藻を食

べてもらえるように、工夫を凝らす必要があると

考えられる。 

Ⅳ 調査結果 

１ 先進国編 

(1) 食物繊維の生理機能 

① 肥満の防止  

食物繊維を多く含む食物は、よく噛むこと

が必要で、心身面に満腹感を与えることから、

過食を防ぎ、エネルギーの摂り過ぎを防止す

ることができる。 

② コレステロールの低下 

コレステロールの低下作用は、水溶性食物

繊維に効果が高いようだ。そのメカニズムは

次のようである。 

脂肪やコレステロールの消化吸収を抑制 

        ↓ 

インスリンの感受性を高めて、グルコー 

スの代謝を促進し、脂質代謝を改善 

        ↓ 

脂肪やエネルギーの摂取量が抑制 

③ 血糖値上昇の抑制 

④ 大腸がんの予防効果 

食物繊維は食物中の発がん物質の排泄を促 

  進し、胆汁酸代謝を介することで、がんの発

症を低下させる。 

(2) アルギン酸の生理作用 

① コレステロールの低下作用 

アルギン酸ナトリウムの分子の網が、ヒト

が摂取した食物中のコレステロールを包み込

み、そのまま体外へ送り出すことによって、

腸でのコレステロールの吸収を防ぎ血液中の

コレステロールを下げる。                

② 高血圧低下作用 

食塩の摂り過ぎは高血圧につながる。これ

は、吸収されたナトリウムイオンとカリウム

イオンとのバランスが崩れ、血管を収縮させ

るからである。そこで、アルギン酸カリウム

を含む食物と一緒に体の中に取り込むことに

よって、アルギン酸塩は胃の中で胃液の酸に

よってカリウムをはなしてしまう。それが、

腸に移行すると、腸はアルカリ性なので、ア

ルギン酸は一緒に摂取したナトリウムの一部

と結合し、体外へ運び出す。 

   一方、アルギン酸から離れたカリウムイオ

96 

6 

海藻を食べたことが 

ありますか 

はい いいえ 

71% 

26% 

3% 

味について 

おいしい まあまあ/普通 おいしくない 
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ンは、腸から吸収されて血中のナトリウムを

追い出す。このように、アルギン酸塩は二重

の作用で血圧を下げることになる。 

③ 整腸作用 

アルギン酸は極めて大きい水和性、保水性、

潤滑性、さらに成型性などによって整腸作用

に優れている。 

 

２ 内陸国編 

1993年にユニセフと WHOが合同で発表した資料

によれば、世界総人口のほぼ 3割がヨード欠乏症

の危険にさらされている。 

〇 ヨード欠乏症の症例 

・貧血 

・低血圧 

・子供の発育不全 

・甲状腺の腫れ 

・乳がんのリスク増大 

実際に、日本の医師がハイチのヨード欠乏症を

患い、車いすで生活していた男児に海藻を粉末に

した錠剤を二年間服用させたところ、立ち上がる

ことができるようになるなどの改善がみられた。 

 ユニセフは食塩に少量のヨードを添加してでき

るヨード添加塩をハイチで配布しているが、ヨウ

素添加塩が高価なため必要量の３％しか補えてい

ない。 

参考： 海藻には前述したような効能の他、抗

アレルギー性があることが分かっている。

海藻はⅠ型と呼ばれる食物アレルギー、

花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息

など抗原への過剰反応によるアレルギー、

いわゆる即時型のアレルギーに有効であ

る。これらのアレルギーは抗原に接触す

ると防衛機能によって放出されるヒスタ

ミンによって引き起こされる。ヒスタミ

ンの放出は咳やかゆみを引き起こすが、

海藻に含まれるアルギン酸はヒスタミン

の放出を抑える効果がある。天野秀臣氏

の研究によって、実験で使用された 21

種の海藻のうち７種の海藻がアルギン酸

を含むことがわかった。中でもサガラメ

という海藻から最も多くアルギン酸が検

出された。このサガラメを使って開発さ

れたのが、久光製薬の抗アレルギー薬「ア

レサガ」である。これは主に鼻炎に苦し

む人々に使用されている。貼付剤「アレ

サガテープ」は体のどこにでも貼ること

ができ、一度貼れば２４時間効果が持続

する。このように、海藻は医療の現場で

の利用も期待されている。 

 

Ⅴ 新たな課題 

 しかし、ここで私たちの提案に大きな問題が生

じた。日本人以外が生の海藻を食べても、十分に

消化できず、栄養を吸収できないということだ。

この問題についてフランスの学者が論文を発表し

ている。Nature誌掲載の論文によると、これは古

くから生の海藻を食べている日本人だけが持つ腸

内細菌「ゾベリア・ガラクタニボラン」が生の海

藻を分解する酵素をつくることが関連している。

この細菌は元々海洋細菌で、海藻を加熱調理で殺

菌せずに食べていた時代、日本人の腸内で遺伝子

の転移が起こり、海藻の消化酵素をつくることが

できるようになったという。つまり、この酵素を

体内にもたない西洋人は海藻を十分に消化できな

いのである。秋田県立大学の志村洋一郎氏による

と、西洋人も生の海藻を摂取し続けることである

程度海藻を分解し、栄養を吸収できるようになる

ということである。 

 また、ヨウ素欠乏症の解決策として日本から海

藻を使った製品を提供するにあたって次の問題点

が挙げられる。 

・製造、輸送共にコストがかかる。 

・日本で食品にヨードを添加することが法律で

禁止されている。 

これらの問題点を踏まえて、私たちは次のよう

な解決案を考えた。 

・現地の海洋地下水を用いて陸で海藻を養殖す

る（現在海藻の養殖技術が向上し実現に向か

っている） 

・海藻の養殖技術自体を海外の企業に提供する

(現地で海藻を食品に加工することで、輸送

コストを削減すると共に現地の雇用増加に

もつながる) 
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Ⅵ 仮説の検証 

１ 先進国編 

仮説から、世界の地域で食べられている料理に

海藻を加え調理した。 

 

(1) カンパオチキン ～中華系アメリカ～ 

調理時間 40 分 

～材料～ 

鶏もも肉（２cm角に切ったもの）  400～500ｇ 

ピーナッツ（カシューナッツ）       1/2カップ 

生姜(みじん切り)                  小さじ 1/2 

ニンニク（みじん切り）              小さじ 1/2 

青ネギ（みじん切り）        ４～５本 

しょうゆ              大さじ１ 

酒                 大さじ１ 

コーンスターチ           大さじ１ 

サラダ油            大さじ１と 1/2 

乾燥わかめ               30ｇ 

 

＊＊調味料Ａ＊＊ 

しょうゆ              大さじ２ 

酒                 大さじ１ 

酢                 大さじ１ 

ごま油               大さじ１ 

豆板醤（チリペースト）       小さじ 1/4 

砂糖                大さじ２ 

コーンスターチ           大さじ１ 

水             1/3カップ（80㏄） 

～作り方～ 

① 鶏肉としょうゆ、酒、コーンスターチをボー

ルに入れて混ぜ合わせ、30分ほど漬け込んで

おく。 

② 乾燥わかめをもとにもどしておく。 

③ フライパンで大さじ 1/2 のサラダ油を熱し、

ピーナッツ（カシューナッツ）を色づくまで

で炒め、取り出しておく。 

④ 同じフライパンにサラダ油大さじ１と生姜、

にんにくを入れて、強めの中火で１の鶏肉を

２～３分炒める。さらに、海藻を加え軽く炒

める。混ぜ合わせた調味料Ａを加え、２～３

分完全に火が通るまで煮る。青ネギと炒めた

カシューナッツを加えてひと混ぜする。 

(2) サーモンスープ ～フィンランド～ 

調理時間 30 分 

～材料～ 

サーモン                               200ｇ 

ジャガイモ               １個 

ニンジン                                 1/2 

ニンニク                １片 

コンソメ顆粒            小さじ１ 

レモン汁              小さじ２ 

ディル                 適量 

黒コショウ               少々 

塩                   少々 

水                  200ml 

牛乳                 100ml 

オリーブオイル           小さじ１ 

乾燥わかめ               25ｇ 

ひじき                 25ｇ 

～作り方～ 

準備：ジャガイモは芽をとり、皮を剥いでおく。 

ニンジンは皮をむいておく。乾燥わかめ・

ひじきは水に浸しておく。 

 

① ジャガイモ、ニンジンを一口サイズに切る。 

② ニンニクをみじん切りにする。 

③ サーモンを一口大に切る。 

④ 鍋にオリーブオイルと②を入れ弱火にかけて、

炒める。 

⑤ 香りが出たら①を入れ、中火で炒める。 

⑥ 全体に油がなじんだら、水とコンソメ顆粒を

入れ、中火で煮立てる。沸騰したら③とわか

め・ひじきを加える。 

⑦ 野菜が柔らかくなったら、牛乳、レモン汁を

加えて、沸騰直前で火を止める。塩、黒コシ

ョウで味を調え、ディルをトッピングして完

成。 

⑧ お好みで最後にオリーブオイルをかける。 

 

２ 内陸国編 

海藻を用いた食品として成人向けの「だしテト

ラパック」と乳幼児向けの「だし入り離乳食」を

考案した。 
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Ⅶ 結論 

私たちは海藻について調査し、海藻には食物繊

維やアルギン酸などの私たちの体に不可欠な栄養

素が多く含まれており、肥満、糖尿病、心疾患な

どの生活習慣病の改善・予防につながることがわ

かった。また、海藻のレシピを考案して実際に調

理したことで、海藻には柔軟にどんな料理にも応

用できる適応力があるため、家庭で料理を作る際

に簡単に海藻を取り入れられると考えた。 

各国の地域の食文化を変えずに、海藻を料理に

取り入れることができれば、海藻の豊富な栄養を、

普段から簡単に摂取することができる。外国の

人々の海藻に対する抵抗をなくし、海藻料理が世

界に広がることで、増加する生活習慣病の改善と

予防の革新的な方法となるだろう。 

また、ヨード欠乏症については、昆布などのヨ

ードを多量に含む海藻を用いて食品を作ることで、

ヨードを効率的に供給し、予防・改善に役立てる

ことができると考えた。 

現地で海藻を養殖することで海藻の輸入コスト

を削減し、製品を日本国外で製造することができ、

現地の雇用増加にも繋がる。対象年齢を絞ること

で必要量を無駄なく生産できる。日本の伝統的な

海藻食で深刻な病を抱える子どもを救えるかもし

れない。 
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虚弱予防 

～健康寿命を延ばすために～ 

 

佐藤雅純， 高橋邦男， 渡部真輝， 渡邊夢莉， 田畑 杏 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ５ 

 

現代は医療技術の発達により平均寿命が延び、それに伴って高齢化も進んでいる。特に秋田県は日本を代

表する高齢化先進地域であり、大きな課題となっている。健康寿命と平均寿命の差が広がっていることで、

多くの高齢者が現役世代のような健康で自立した生活を送ることが困難となり、生活の質が下がってしま

うからだ。そこで本研究は 2035年までに高齢者となる人を対象に「虚弱」と呼ばれる状態を防ぐことで、

高齢者の健康寿命を延ばすことを最終的な目標とした。具体的な解決策として、身体的要因の一つである

「低栄養」を補う食事のレシピを提案する。それにより社会的要因、精神的要因の解決も可能であり、虚

弱を３つの側面から防ぐことができると考えた。また、これから高齢化が本格化する各国に対してもこの

研究を紹介し、秋田県を、高齢者とともに作る新たな社会モデルとして世界へ発信していきたい。 

 

キーワード 高齢化、秋田県、QOL、健康寿命、カレー 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

１ 高齢化 

 1975 年以降、日本では高齢化が深刻化している。

特に進行度が全国第１位である秋田県の高齢化率

（総人口における 65歳以上の人口が占める割合）

は 2015年には、33.1％だったが、このままのペー

スで進行すると 2035 年には 40.0％に達すると予

想されている（図１）。つまり 15年後には５人に

２人が高齢者になるというのだ。 

 

図１ 秋田県の高齢化率 

 

現在、高齢化社会の問題点とされているのは、

社会保障の増大、介護者・医療従事者の不足によ

る負担の増大などで、これらは高齢化に伴ってさ

らに深刻になっていくと考えられる。しかし高齢

化自体は、医療技術の発達によってもたらされた

恩恵の一つであるため、高齢化に伴い、多くの高

齢者が長期間にわたって、健康で自立した生活を

送れなくなることが問題であると考え、本研究で

はその原因と解決策を考えた。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 健康寿命 

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間」のことである。

2016 年の厚生労働省の調査によると秋田県の平

均は 72.9 歳、全国平均は 74.8歳（図２）となっ

ており、特に男性は最下位であった。また平均寿

命と比較すると、日本では約 10.6年の間、日常的

な動作が制限された生活を送ることになり、介護

や入院が必要となる。現在、政府や地方公共団体

が積極的に健康寿命を延ばすことに取り組んでい

るが、これらの活動の目的は健康寿命を延ばすこ

とで、寿命と健康寿命の差を縮めることである。 

要介護状態に陥る主な原因は、生活習慣病に由

来する、脳血管疾患・心疾患・糖尿病・呼吸器疾

患・癌などが３割、高齢に由来する、認知症、骨

折、転倒、高齢による衰弱（虚弱が含まれる）が

５割以上である（図３）。 
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生活習慣病が要因になる病状は成人期からの生

活習慣の改善により対策が可能である。高齢が要

因になる病状は高齢期の食生活や身体活動の程度

により、回避や先送りが可能であり、その対策が

重要である 。 

 

図２ 日本と秋田の健康寿命 

 

 

図３ 要支援・要介護となった主な原因 

 

２ 虚弱 

虚弱とは、加齢と共に身体機能が低下し、要介

護になりやすい状態のことである。虚弱状態が継

続されると、風邪や体調不良などから肺炎を発症

し、転倒・骨折をする危険性が高まるため、日常

生活に支障が出る病気を引き起こし結果として健

康寿命が短くなる（図４）。 

虚弱の主な原因は孤食や閉じこもりなどの社会

的要因、低栄養や身体機能の低下などの身体的要

因、鬱や認知症などの精神的要因の３つに分類さ

れ、それぞれが互いに影響し合っている（図５）。 

同時に虚弱までの過程は可塑性であり、正しく

予防、治療を行うことでその進行を止め、遅らせ

るだけでなく、以前の状態を取り戻すことも可能

である。 

 

図４ 虚弱の位置づけ 

 

  

図５ 虚弱（フレイル）の多面性 

 

Ⅲ 研究仮説 

 健康寿命を延ばすには虚弱を防ぎ、虚弱を防ぐ

ためには３つの要因を解消する必要性があった。

そこで身体的要因である低栄養の予防のための食

事を考えた。事前の調査から、次の３つの条件を

満たす食事による栄養補給を提案したい。 

 

１ 十分な栄養素を含んでいて、必要な栄養素を

加えることが容易な調理方法の料理である。 

２ 咀嚼、嚥下機能の低下に味や触感が大きく影

響を受けない形態である。 

３ 家庭料理としてよく食卓に登場し、誰もが身

近に感じることができるものである。 

 

Ⅳ 調査 

１ 低栄養 

一般に低栄養状態は栄養素の不足やその偏りが

原因となる。その要因の大部分を占めているのが、

タンパク質とエネルギーの欠乏から起こる

Protein-Energy-Malnutrition(PEM)である。高齢

者の低栄養は、身体能力、合併症の度合いとその
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発症率、死亡率に悪影響を及ぼすとされる。低栄

養により、サルコペニア（加齢や老化に伴う筋肉

量が低下する状態）に陥り日常的な身体行動が減

少して消費エネルギー量も減少する。それにより

食欲が低下し、摂取エネルギー量が減少すること

で、さらなる栄養状態の悪化が引き起こされてし

まう（図６）。 

 

図６ 低栄養に陥る過程 

 

また、日本において在宅診療を受けている 32～

35％が PEMであるとされている。そのため高齢者

医療において低栄養の予防は重要な課題であり、

高齢者の QOL を向上させるためには避けることの

できない問題であるといえる 。 

 低栄養を予防する為にはエネルギーとタンパク

質が必要だ。しかし必要栄養量の設定には様々な

方法がありそれらの正確な検証は困難を極める為、

現実的でかつ妥当な基準である厚生労働省から、

40～50 代における一食分の推奨摂取量を求める

こととした。 

 

２ フィールドワーク 

 ７月中旬、介護付有料老人ホーム「ヴィレージ

ュ」を訪れ、高齢者の方の食についての意識調査

を行った。調査の内容としては、以下の３点を中

心に 10人程度に話を伺うことができた。 

① 食事を楽しんでいるか 

約９割が楽しんでいると答えた。またそのよう

に回答した理由は、食事は生活の中の大きな楽し

みだから・沢山の人と一緒に食事を楽しめるか

ら・今日はどんな料理を食べることができるのか

想像することが楽しいから、という意見が多くあ

った。 

② 好きな食べ物 

 多様な意見が出されたが、旬の物や地元の物な

どを好む傾向にあった。また口当たりの良いもの、

さっぱりとしたフルーツなどの意見も多く出され

ていた。 

③ 加齢に伴って変化した味覚や味の好み 

 味が薄く感じるようになった、今まで美味しい

と思っていた物を美味しいと感じなくなった・沢

山の量の料理を食べられなくなった、などの意見

が多くあった。 

また、８月中旬には秋田県庁第２庁舎にある食

navi ステーションでスマイルケア食品について

話を伺った。スマイルケア食品とは介護者に最適

な介護食品を提供できるように設定された基準を

満たす食品で、健康維持上栄養補給が必要な人向

けには青マーク、咀嚼機能が低下してきた人向け

には黄マーク、咀嚼・嚥下機能が低下してきた人

向けには赤マークが割り振られている。この仕組

みを参考にし、食べる人全員が楽しみながら健康

維持ができる食事の開発を目指した。 

 

３ カレー 

 私たちは以上の事前調査、仮設をもとに、様々

な方法を検討し、カレーが一例として適切な解決

策になりうると判断した。その根拠は以下の３点

である。 

(1)栄養価 

カレーは様々な食材を加えやすく、栄養を外に

逃がさない形態であるため、一般的に栄養価が高

く、バランスがとりやすいとされる。低栄養の主

な原因である「エネルギー」「タンパク質」に着目

したところ、対象となる 40～50代の一食の推奨摂

取量は 700kcal、18.3g である。これに対し、一般

的なカレーに含まれる量は 729kcal、22.5gと適切

な値だといえる（表１）。 
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表１ 推奨量とカレーの栄養素比較 

 

(2)アレンジ 

カレーは今や日本の国民食となり多くの人に親

しまれている。ヴィレージュでもカレーは好きか、

という調査を行ったところ好物であると答える方

が多かった。ここまでカレーが親しまれている一

因としてアレンジのしやすさが挙げられる。 

例えば、貧血の人に向けて、ほうれん草などを

入れて鉄分を補う、秋には旬のきのこを取り入れ

るなど、各々の不足している栄養素、体調や好み

などに合わせて様々な食材を美味しく、簡単に加

えることが可能である。また、地域の食材を使う

ことで地域の活性化にもつながると考えられる。 

 

(3)歴史 

カレーの歴史は長い。インドを起源とし、1872

年に具体的なレシピが日本に伝わった。カレース

パイスは当初、食材の保存料として使われ大航海

時代には特に重宝された。次第に保存料の域を超

え、料理でも使われるようになり、カレーができ

た。今では世界中でそれぞれの地域にそれぞれの

形で根付いている。 

本研究グループはカレーの認知度の高さを活か

して QOL改善という観点から、工夫を凝らした各

地域のオリジナルのカレーを作るという発想を、

日本だけでなく世界に発信することで QOL改善に

貢献できるのではないかと考えた。 

 

(4)オリジナルカレー 

私たちはこれらの３つの特徴を生かし、今回の

研究対象である秋田をテーマに実際にカレーを試

作した。テーマは夏と秋田。枝豆で夏らしさを、

大根と出汁で和の風味を出し、地元の人が食べた

くなるように秋田の食材である桃豚を使用した。

出汁のうまみ成分によって約 0.9ｇ減塩、桃豚を

使うことでビタミン B１を約 0.18㎎補うこともで

きた（表２）。このように工夫を凝らしたカレーを

高校生でも簡単に作ることができる（図７）。 

 

表２ オリジナルカレーの栄養素 

 

 

図７ オリジナルカレーの写真 

 

Ⅴ 結論 

 QOL 向上のためには平均寿命と同様に健康寿命

を延ばすことが必要で、そのためには低栄養状態

に陥ることを防ぐことが求められる。その解決策

の１つとして本研究グループは、タンパク質・エ

ネルギーの必要量を満たし、低栄養予防に効果的

なカレーに着目し、秋田を対象にその実例を示し

た。 

 低栄養状態を予防する食事を広めていくことで

健康寿命を延ばし、QOL を向上させることにつな

がるため、カレーに限らず日常的に低栄養予防を

意識した食事を摂取することを提案する。 

 

 

 

エネルギー
〔kcal〕

タンパク質
〔g〕

推奨量 700 18.3

カレー 729 22.5
塩分〔g〕 ビタミンＢ₁〔mg〕

一般的な
カレー 2.5 0.38

オリジナル
カレー 1.6 0.56
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Ⅵ 今後の展望 

 食べることはつまり、生きることである。 

食事という行為は生命活動の維持に直結し、また

人生の中で大きな喜びを味わうことができる活動

として楽しまれている。だからこそ、年齢を重ね

ても自立した生活を送ることができるよう、要介

護状態に至るのを予防することが QOLの向上を実

現する上で重要である。またその達成にあたり、

食事の質を高めていくことこそ、無理なく日常的

に行うことができ、かつ有効な手段の一つである。

よって、政府や自治体、医師のみが健康に関して

絶えず注意を払うのではなく、自分自身とその家

族の健康に対して関心を持つことが必要だ。私た

ちは虚弱の一つの原因になりうる身体的要因に着

目して研究を進めたが、食事による栄養摂取だけ

では真の問題解決には至らない。これに加え、運

動や他者とのコミュニケーションを行うことで社

会的・精神的要因もカバーすることができる。本

研究がその啓発に対して少しでも力になることを、

本研究チーム一同願っている。 
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間食で健康的な生活習慣をつける 

 

仙葉遼輔， 髙橋真優， 崔明俊， 中川汐音， 畠山みほ 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ６ 

 

私たちは若者が望ましい食の知識をつけるための身近な方法を検討した。栄養バランスの整った食生活へ

のアプローチとして間食の活用を提案する。間食は気軽にとることができ、三食よりも改善しやすいと考

える。そこで、いくつかの健康問題と間食の効果について考察した。また、そうした間食の実際の活用方

法として自動販売機の利用を提案する。間食を販売する自動販売機の活用を通じて、栄養に関する知識を

積極的に発信し、食生活の改善、向上へと活かすことを目的とした。  

 

キーワード 適度な間食、カロリー感覚、生活習慣病、若者 

 

 

Ⅰ 序論 

現在、日本を含む世界中で生活習慣病が問題に

なっている。平成 30年 人口動態統計月報年計（厚

生労働省）によると、日本人の死因は多い順に、

悪性新生物、心疾患、脳血管疾患となっている。

このうち、老衰以外の３つは生活習慣病から派生

することがあると言われている。日本の健康問題

を考えるにあたり、生活習慣病は無視できない課

題となっている。生活習慣病には日々の生活習慣

が深く関係している。具体的には、食習慣、運動

習慣、ストレス、喫煙、飲酒などである。これら

が複合的に組み合わさることで生活習慣病が形成

される。 

本研究では、食に対する知識と食習慣の変化に

着目し、確かな知識の定着とそれに基づく食習慣

の形成を促す手段を検討した。 

 

Ⅱ 本論 

１ 健康について 

 現在、生活習慣病が問題視され、誰もが健康に

過ごしたいと思っているだろう。しかし、実際に

健康に気を配りたいと思っていても実行に移すこ

とができている人は多くない。生活習慣病を予防

するために若い時から健康に気を使うべきだが、

多忙な社会人は、バランスのとれた食事や運動の

ために割いている時間は少ない。そのため、健康

を意識したいと思っていてもそのための機会を十

分に得られていない現状がある。 

また、体型を気にして食事を制限するなど間違

った方法を取る人もいる。しかし、その分必要な

栄養素が摂れていない点には目をつぶっている。 

そこで私たちは、健康的な食生活へのアプロー

チとして「間食」に着目した。間食は短時間で手

軽にとることができる分、食事よりも改善がしや

すい。また、間食は世界中で親しまれているため、

間食を使った健康的な食へのアプローチは広い範

囲で応用できるのではないか。 

 

２ 間食について 

(1)アンケート 

私たちは「生活習慣の変化に伴って食習慣も変

化する」という仮説のもとで研究を進めた。しか

し、研究を進めていく上で、私たちが求めている

ようなデータは得られなかった。そこで、秋田県

立秋田南高等学校の教職員 30 人にアンケートを

実施した。 
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Ｑ１ 今までの経験の中で食習慣が変化したと 

  感じたことはありますか？ 

 

図１ 食習慣の変化の内訳 

 

この結果より、多くの方が変化を感じた経験が

あることがわかる。次に具体的にどのような時に

食習慣が変化したと感じたのかを尋ねた。進学や

就職活動、結婚など様々な回答が見られたが、い

わゆるライフステージの変化に伴い、食習慣は良

い方向に、反対に悪い方向に変化したと考えてい

る人が見られた。ここで特に注目したのは、悪い

食習慣を確立してしまった人に対して、どのよう

な対策ができるかということで、毎日の食事を健

康的な食事にすることが理想的だが、それを難し

いと感じる人が多いと考えた。そこで、「間食」の

有用性を生かし、食習慣を改善できないかを検討

した。 

 

間食事情を調べるために秋田駅に 10～60 代の

305 人を対象に間食に関するアンケートを実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ あなたは間食をとりますか？  

 

図２ 10～20代の間食の摂取の内訳 

 

図３ 30～40代の間食の摂取の内訳 

 
図４ 50～60代の間食の摂取の内訳 

９２％ 

７％ 
１％ 

今までの食習慣で変化したと 

感じたことはありますか 

ある ない どちらでもない 

８１％ 

１９％ 

あなたは間食をとりますか

（10～20代） 

とる とらない 

７９％ 

２１％ 

あなたは間食をとりますか

（30～40代） 

とる とらない 

８０％ 

２０％ 

あなたは間食をとりますか

（50～60代） 

とる とらない 
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以上の結果より、10～60代の約５分の１の人が間

食をとっていることがわかった。多くの人が間食

に親しみを持っていることが推測できる。 

 

Ｑ３ あなたはどのような間食をとりますか？ 

 
図５ 10～20代の間食の種類の内訳 

 

 
図６ 30～40代の間食の種類の内訳 

 

 

 

 

図７ 50～60代の間食の種類の内訳 

 

以上の結果より、50～60代の方の多くは果物を好

んでとり、健康を気にかけて間食をとっていると

考えられる。一方で 10～40代の方の多くはチョコ

レート類やスナック類など、過剰に食べると生活

習慣病につながりかねないものを好んで食べてい

る傾向がみられた。 

（2) 健康問題と間食の効果 

近年、様々なダイエット方法が紹介されている

が、正しい知識のもとで実践できている人は少な

いのではないか。 

ダイエットを実践する際の１つの着眼点は、血糖

値のコントロールである。血糖値のコントロール

はインスリンの分泌を抑えることにつながる。イ

ンスリンは余った糖を中性脂肪に変えてしまうた

め、インスリンを抑えることはダイエットにつな

がるのだ。間食を挟むことだ。食事と食事の間に

血糖価を下げ過ぎず、食事の際の血糖価の急上昇

が抑えられるため。インスリンの過剰な分泌を防

ぐことができるのである。この働きを可能にする

間食はナッツが挙げられる。ナッツは豊富な食物

繊維やビタミンを含む。加えて、ナッツの脂は不

飽和脂肪酸である。植物油に含まれる不飽和脂肪

酸を摂取することで、空腹時や食後の血糖値の上

昇を防ぐことができる。 
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Ⅲ 結論 

１ 自動販売機の提案 

 私たちは研究を通して、その方法として私た

ちの生活で身近にある自動販売機を利用して解

決することを提案する。 

自動販売機の利点は、商品の大きさや値段を均

一にできること、また購入情報をデータとして集

めやすいことである。そこで私たちは間食自動販

売機の具体的な設置案として次の３点を提案す

る。 

  一つめは自動販売機で販売する間食のカロリ

ーや栄養バランスをきちんと分かりやすく表示

することができると考える。これによって、利用

者はカロリーや栄養バランスを意識するように

なり、それらに対する注意も促すことができる。

また、商品のパッケージにカロリーや間食をとる

のに適切な時間を載せることで、利用者が知識を

得ることができる。 実際の商品としては、果物、

ナッツ、ココアなどが挙げられる。果物の場合は、

商品の温度管理などに注意が必要だが、十分実現

可能だと考える。 

   二つめは自動販売機での ID カードを利用す

る方法もある。ID カードの利用によって、購入

する商品の傾向や利用者が必要とする情報を商

品に反映させることができ、利用者は自動販売機

から間食に関するアドバイスを得られる。このシ

ステムは、利用者が知識を得られるだけでなく、

企業が購入の傾向や売れ筋を予測することにも

役立つと考えられる。 

   三つめはこの自動販売機を学校などの身近な

場所に設置することだ。私たちは主な利用層とし

て高校生を考えているため、これは習慣を形成す

る時期として最適であると考えたからだ。学校に

設置することで、学生が間食に対する知識やカロ

リーなどの感覚をより身近に感じ、学ぶことがで

きると考える。食教育という面からも、ひとつの

補助教材として学校に設置することは良い手段

となるのではないだろうか。また、急な生活習慣

や食習慣の変化があった人でも必ず身近にある

ため、これは幅広く役立つと推察する。 

２ 今後の展望 

 この設置案は必ずしも企業の利益になるとは

限らない。しかし、これは若者に対する健康への

啓蒙活動として利用できる手段である。教育機関

としての学校と企業が手を結び実現したのちに

は、若者の健康への手助けとなるだろう。 

本研究では、若者が健康への正しい知識を持つ

ための身近な方法について、間食に着目しながら

考えてきた。間食は三食に比べて改善しやすい。

加えて、間食を適切に摂ることは心身へ良い影響

をもたらすことがわかった。 

   ここまで間食を使った食に対する正しい知識

を身につける手段について検討してきた。しかし

ながら、間食は健康に対するアプローチのひとつ

に過ぎない。私たちが目指すのは健康な食生活で

あり、"健康な間食"では十分とはいえない。あく

までも、健康的な間食は健康的な三食への足掛か

りである。最終的な目標は間食によって身につい

た知識や感覚を健康的な食習慣の形成へと繋げて

いくことだ。今後は食生活改善の手段としての間

食と、自動販売機の利用によって身に付けた知識

をいかに食生活全体の改善へと活かしていけるか

という相互の関係を意識しながらより良い手段を

検討していく必要があるだろう。身につけた知識

をもとに、生活習慣の変化に流されない食習慣を

形成することができる。 
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オーストラリアの海をワカメから守れ！ 

 

朝香真鈴, 石黒千愛, 中泉咲良, 長谷川ここの, 平泉李雪 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ７ 

 

現在、オーストラリアの周辺海域ではワカメの増殖が問題になっている。増殖したワカメは船の故障の原

因となったり、養殖魚介類の成長を阻害したりする。調査した結果、オーストラリアの海の海洋環境はワ

カメの生育条件と合致していることが分かった。また、オーストラリアでは鉱山採掘による川の汚染が問

題となっていることや、政府の政策によりバイオ燃料の使用が推奨されていることも分かった。そこで私

たちは重金属吸着剤とバイオ燃料として利用することで、ワカメの増殖問題を解決することを考えた。 

 

キーワード ワカメ、バラスト水、バイオ燃料、重金属吸着剤 

 

Ⅰ 問題の所在 

現在、オーストラリア周辺海域ではワカメが増

殖している。ワカメの繁殖力は強く、在来の海藻

が存在しない地域では生態系に大きな影響を与

えてしまう。また、増殖したワカメは養殖漁業用

の網に繁殖したり、絡まったりすることで漁業に

被害をもたらしている。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 侵入経路について 

 増殖の原因はバラスト水にあると考えられる。

バラスト水とは、他国で積み荷を降ろしたタンカ

ーの重心を安定させるために、船舶のバラストタ

ンクに入れられる海水である。本来、オーストラ

リアにワカメは生息しておらず、日本や韓国とい

ったワカメが生息する地域からやってくるタン

カーのバラスト水にワカメの胞子が混入し、それ

らがオーストラリアの海で排出されることで、繁

殖が進む。 

 

２ ワカメの生育条件 

 私たちはフィールドワークで秋田県水産振興

センターを訪問した。そこでワカメの生育環境に

ついて調査したところ、ワカメが繁殖するために

は４つの条件が必要であることがわかった。１つ

目は、潮の流れがあり、かつ、荒れない海である

こと。２つ目は、日光が多く当たる環境であるこ

と。３つ目は、周辺に多年草が生息していない環

境であること。４つ目は、栄養豊富な海であるこ

とである。オーストラリアの東西には海流が存在

し、栄養が豊富である（図１）。また、オースト

ラリアの海は透明度が高く多年草も少ない。この

ため、オーストラリアの海にはワカメの生育条件

が揃っていると考えられる。実際に、ニューサウ

ス・ウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア島

周辺などの南東にワカメが分布している。これら

のことから、ワカメはその他沿岸線全域にも繁殖

する可能性があると考えられる。 

 

図１ オーストリア周辺の海流 

 

Ⅲ 仮説 

ワカメの増殖問題の解決策として、 

・バラスト水によるワカメの胞子の移動を防止

すること。 

・繁殖したワカメを活用すること。 

の二つが考えられる。また、ワカメの活用方法と

しては以下の方法が挙げられる。 
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(1) 食用  

(2) バイオ燃料 

(3) 重金属吸着剤 

私たちはワカメの活用方法の中で、食用として

の活用が一番身近であると考えた。しかし、オー

ストラリアの人々は海藻を消化吸収する腸内細

菌を持っておらず、ワカメを消化吸収できない。 

また、ワカメはヨウ素を多く含む。ヨウ素は過

剰摂取することで甲状腺の機能低下に繋がり、体

に様々な悪影響を及ぼす。日本では海藻を通して

ヨウ素を摂取するが、海外では海藻を食べる習慣

がなく、ヨウ素を食物に混ぜて摂取している。そ

のため、ワカメを食用とするとヨウ素の過剰摂取

を招くと考え、オーストラリアに対しては不適と

する。 

以上のことから私たちは、近年注目を集めてい

るバイオ燃料と重金属吸着剤としてのワカメの

利用に着目した。 

 

Ⅳ 調査 

１ バラスト水への対策 

 バラスト水により外来種が繁殖する問題は各

地で起きている。そのため、バラスト水管理条約

が国際海事機関によって制定されている。この条

約の目的は、水生生物や病原菌の移動を制限する

ことである。条約では、国家間を往来する船舶に

バラスト水処理設備を搭載することと、水深 200m

以遠かつ 200 海里以上の場所でバラスト水を交

換することが義務づけられている。私たちは、こ

のような条約があれば、ワカメを含む水生生物の

移動と繁殖は防げると考えていた。しかしながら、

この条約は日本を含めた 90 か国しか批准してい

ない。この数は世界の半分程度である。さらに、

平成 29 年９月８日に発効したばかりの条約であ

るため、まだ目に見える成果は薄いと考えられる。

また、バラスト水を交換する以外の処理方法もあ

るが、費用が多くかかるなどの問題が課題となっ

ている。このほかにも船舶へのバラスト水処理設

備の搭載が完璧ではないこと、ワカメの繁殖力が

強いこと、船体に付着した水生生物が移動し、拡

散されるという課題も残っていることなどから、

現段階では胞子混入を完全に防ぐことは難しい。 

２ バイオエタノール製造について 

 バイオエタノールは、一般的にはトウモロコシ

などの陸上植物に含まれる多糖類から製造され

る。ワカメも多糖類を含むが、エタノール発酵さ

せることができるのはごく一部であった。主成分

であるアルギン酸からバイオエタノールを生産

するのは不可能とされ、ワカメからのバイオエタ

ノール製造は非効率的であると言われていた。し

かし 2011 年、京都大学が世界で初めてアルギン

酸からバイオエタノールを製造する技術を確立

したことを発表した。大豆、パーム油、ワカメを

１ha あたりのバイオエタノールの生成量で比較

すると、大豆は 1,900ℓ、パーム油は 5,950ℓ、ワ

カメは 98,500ℓで、ワカメが最も効率的なことが

分かった。(図２) 

 

図２ １haあたりのバイオエタノール生成量の比較 

 

３ 重金属吸着剤について 

(1)重金属吸着剤の使用 

 海藻は重金属を吸着しやすい性質を持つ。この

特性を利用して重金属吸着剤を作る。重金属に汚

染された水や土壌で育った作物を摂取すると、中

毒症状や健康被害が生じる。汚染浄化のために重

金属吸着剤が使用される。 

 

(2)ワカメの重金属除去剤への応用 

 東北大学の研究によると、吸着剤は廃棄される

メカブを乾燥後、フードプロセッサーで粉末化す

るだけで製造できる。以下は鉛濃度 21.5mg/ℓ、

亜鉛濃度 100mg/ℓの水溶液に２g/ℓの吸着剤を加

えた結果である。(図３) 
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図３ 各水溶液に対する重金属吸着率の比較 

 

この吸着剤は亜鉛、鉛に対して特に効果を発揮

し、さらに塩化カルシウムで前処理操作を行うこ

とにより性能が向上している。吸着性能の約 90％

という数値は市販のものと比較しても遜色のな

い数値である。 

 

Ⅴ 課題 

 本研究は、オーストラリアに繁殖する天然ワカ

メの活用方法を検討した。しかし、これらの活用

方法を持続的に実践し、かつ商業活動に結び付け

るためには、オーストラリアでの天然ワカメの刈

り取り方法を検討する必要がある。 

 国内のワカメを取り扱っている企業に、ワカメ

の刈り取り方法についていくつかの質問をした

ところ、素潜りで刈り取る方法、箱眼鏡で海底を

見ながら竿を使って取る方法があることが分か

った。ワカメを日常的に食べる日本でもこのよう

な刈り取り方法であるため、大量に処理するため

には、機械化による方法など今後の開発が必要で

あろう。 

 

Ⅵ 考察 

１ 重金属吸着剤について 

私たちは、オーストラリアは鉱山採掘が盛んで

あることから、ニューサウス・ウェールズ州では

鉱山から出た重金属などの汚染物質が川へ流出

し、問題となっていることに着目した。オースト

ラリアは慢性的な水不足を課題としていること

から、これらは大きな問題と考えられる。そこで、

このワカメから重金属吸着剤を作り出す方法を

用いることができないかと考えた。例えば、ダム

や浄水場で使用される凝集剤としてこのワカメ

を使用する。凝集剤として使用後は廃棄するが、

元々は自然由来のものであるワカメは、従来の金

属由来の凝集剤と比べて環境にやさしいと考え

られる。 

また、海藻の養殖に関する産業体は 2014 年頃

まではなかったため、オーストラリアにおける海

藻産業は未発達である。そこで、日本とオースト

ラリアの海藻について研究している大学や企業

らが連携を取り合い、日本の海藻研究、産業のノ

ウハウを学び取ることができれば、オーストラリ

アにおける海藻研究、産業は発展するだろう。 

 

２ バイオ燃料について 

 現在オーストラリアでは、地球温暖化対策に対

応した発電方法を推進しており、化石燃料の比率

が縮小し、再生可能エネルギーが急成長している。

これは、オーストラリア政府が 2001 年から導入

した RET 制度(Renewable Energy Target)による

ものである。RET制度とは再生可能エネルギー源

による発電を促進する目的で掲げられたもので

ある。 

また、オーストラリアは 2020 年までに、国内

電力の 20％以上を再生可能エネルギーで供給す

ることを目標としている。加えて、オーストラリ

アのカンタス航空が、世界で初めてバイオ燃料を

使用するアメリカとオーストラリア間の直行便

を運航した。ジェット航空機からの CO2排出量は、

年間約８億 tとされる。従来の化石燃料をバイオ

ジェット燃料に切り替えると、CO2排出量を最大

で７割カットできることが、アメリカ航空宇宙局

(NASA)の研究で判明した。 

現代の技術を用いれば、ワカメは枯渇する化石

燃料の代替品になり得ることに加え、現在のオー

ストラリアの政策にも適していると考える。 

 

Ⅶ 結論 

 これまでに提示した活用方法は十分に魅力的

であるだろう。しかし、我々一般人にとって身近

な利用方法ではないため、注目されていないのが

事実である。海外では海藻は seaweedとして一括
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りにされ、固有名詞としてのワカメ(wakame)が通

じない。この研究を通してオーストラリアの人々

に、ワカメを seaweed としてではなく wakame と

して、さらには環境問題や水不足を解決する可能

性を秘めているものとして見てもらいたい。 
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シジミで水質改善 

 

大野滉史， 佐藤雪菜， 小林芽以， 畠山倫和 
秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ８ 

 

世界各地の湖では、アオコで汚染された水が人体や人の食料となる家畜に危害を及ぼしている。そこで

私たちは植物プランクトンを捕食する二枚貝「シジミ」に着目した。実際にアオコの被害を受けている

秋田県八郎湖の水を採取しシジミを使用して実験を行った。その結果、ヤマトシジミが植物プランクト

ンを捕食したことで水の濁りが薄まったことから、シジミに水の浄化作用が確かめられた。しかし、新

たな問題点として、ヤマトシジミは淡水で繁殖できないこと、シジミは湖底のヘドロの元となる糞を排

出すること、シジミの稚貝はコイ等の魚に捕食されやすく繁殖することが難しいことなどの三点が挙げ

られる。この解決策として、湖底のヘドロの増加を防ぐため「鉄炭団子」を湖底に投入し、コイ等の魚

による捕食を防ぐためには湖底に網目の細かい網を広げることを提案する。 

 

キーワード シジミ、アオコ、水質改善 

 

Ⅰ 問題の所在と背景 

湖に発生したアオコが、世界各地で問題視され

ている。アオコとは大量発生した植物プランクト

ンが水面を覆いつくす現象のことだ。アオコは、

水中生物に悪影響を及ぼすだけでなく、悪臭や水

質汚濁などの公害を引き起こす。特にアメリカの

エリー湖では、水道水が汚染され、人体に危険を

及ぼしている。秋田県の八郎湖でも毎年アオコに

よる公害が確認されており、湖沼水質保全特別措

置法対策に基づき、水質環境基準の確保のため、

環境大臣から指定沼湖として定められている。 

八郎湖の植物プランクトンの発生の原因は、主

に水中の窒素やリンである。大潟村など近隣地域

から大量の生活排水や農業用水が湖に流れ込む

ことで水中の窒素やリンの量が増え、植物プラン

クトンの養分となり、湖の富栄養化とアオコの増

殖につながるのである。 

アオコへの対策として、近隣にある潟上市立大

豊小学校などでは、主に植物プランクトンを捕食

するミジンコなどの動物プランクトンに注目し

て、動物プランクトンの棲みかとなるマコモ等の

水草を八郎湖の岸辺に植えるという活動が行わ

れているが、大きな効果は得られていない。 

 

Ⅱ 研究仮説 

私たちは昭和62年に八郎湖でシジミが大量発

生し、その際に水質が改善されたという話を班員

の祖母から聞いた。この水質の改善はシジミによ

るものである。シジミの養分はアオコの原因であ

る植物プランクトンであるからだ。私たちは再び

シジミを八郎湖で繁殖させることができれば湖

の水質を改善することができるのではないかと

考えた。 

 

Ⅲ 調査 

調査１ 

ヤマトシジミによる水質向上作用についての

実験は、2001年に茨城大学総合研究所の平川晃子

さん、大嶋和雄さんがすでに行っており、次のよ

うな検証データが記録されている。図１はヤマト

シジミを濁水に入れた時の COD 値の変化を示し

ている。 



40 

 

図１ COD値の経時変化 

 

COD値は、水中に含まれる有機物の量を示して

おり、ヤマトシジミの摂餌行動によって COD値が

減少していると考えられる。 

 

図２ 透過率の経時変化 

（図１・２ 茨城大学学術情報 リポジトリより作成） 

 

図２はヤマトシジミを濁水に入れた時の透過

率の変化を示している。グラフから、ヤマトシジ

ミは濁水の原因となっている有機物を捕食し消

化すると考えられる。これら２つのグラフから、

ヤマトシジミを入れた後、水の透明化に伴って水

質が向上することがわかり、ヤマトシジミには水

質の浄化作用があると推察される。 

調査２ 

 シジミが濁水に含まれる有機物を消化する仮

説を証明するために、私たちの班は実際にアオコ

の被害を受けている秋田県潟上市の八郎湖で濁

水を採取し、市販のヤマトシジミを使って実験を

行った。 

(1)実験方法 

八郎湖のＡ、Ｂ、Ｃの３地点（図３）で水を採

取した。採取した各地点の水には藻と思われる有

機物が入っていた。紙コップを各地点３つずつ用

意し、それぞれに各地点の水を入れた。市販で購

入したヤマトシジミを０、１、２個ずつ用意した

紙コップに入れ、６時間後の水の様子を観察した。 

図３ 

(2)実験結果 

どの地点でもヤマトシジミ１個の紙コップと

ヤマトシジミ２個の紙コップで、水の濁りが薄ま

ったのを目視で確認した。また、濁りが薄まった

紙コップにはシジミの擬糞が見られた。 

（図４、５、６） 

図４ 

図５ 

図６ 

 

Ⅳ 仮説の検証 

調査結果より、ヤマトシジミは八郎湖から採取

した水に含まれている藻等の有機物を捕食し、消

化することができると推察できる。私たちはヤマ

トシジミの特性を活かし、アオコの被害を受ける

湖沼の水質を改善できると考えた。しかし、八郎
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湖を例に湖沼にヤマトシジミを投入すると想定

するとき、３つの問題点が挙げられるため、その

対策を考案した。 

(1)淡水で生殖不可なヤマトシジミ 

１つ目の問題点は、実験で使用したヤマトシジ

ミは、実験で利用した八郎湖などの淡水の湖沼で

生殖できないという点である。私たちはこの解決

策として、「セタシジミをヤマトシジミの代用と

して使用する」ことを提案する。セタシジミは琵

琶湖に生息し、八郎湖などの淡水の湖沼でも生殖

できる。八郎湖にセタシジミを投入することで半

永久的な浄化を可能にできるのではないかと考

えたからである。 

(2)コイによる捕食 

２つ目の問題点は、湖沼に生息する在来種のコ

イがシジミを補食するという点である。コイがエ

サを求めて湖底を探る際に小さなシジミの稚貝

が捕食され、稚貝の成長が阻害されてしまうのだ。

この解決策として、私たちは「湖底に網を張るこ

と」を提案する。八郎湖にセタシジミを投入する

際、その地点に水面から湖底まで網を降ろすこと

で、コイの侵入及びシジミの稚貝が捕食されるの

を防ぐことができるのではないかと考えたから

である。使用する網は、極めて小さい稚貝を湖底

で育てられるようにシラス漁で使用されている

網目の細かい特殊な網を使うことを提案する。 

(3)湖底に堆積するヘドロ 

３つ目の問題点は、湖底にヘドロが堆積してい

るという点である。八郎湖の湖底に堆積した大量

のヘドロを分解しようと微生物によって大量の

酸素が使用され、湖底の酸素濃度が低下すると、

シジミが湖底で生存できなくなる。この解決策と

して、「鉄炭団子の投入」を提案する。鉄炭団子

とは無有産研究所の杉本幹生さんが考案したも

ので、製造には使い捨てカイロをリサイクルして

使用する。カイロに残った未酸化の鉄と活性炭を

利用して微生物の光合成を活性化させる効果が

ある。この鉄炭団子により、湖底の低酸素状態の

改善を図ることができるのではないかと考えた

からである。また、化学反応を利用した鉄炭団子

（中の鉄成分）は水中のリンと結びつくため、湖

の富栄養化も防ぐことができる。 

また、(2)(3)で挙げた問題点に対し「垂下式養

殖」もその解決策として提案する。垂下式養殖と

は縄や針金で連結して金網に入れ、支柱に渡した

横木から水中につり下げて行う養殖方法である。

シジミの垂下式養殖についての実験は2010年に

長崎県環境保健研究センターの研究員の荒木孝

保さん、川口勉さん、石塚修造さんがすでに行っ

ており、その実験データ（シジミの成長調査）で

は９ヵ月後に平均重が3.4g から5.9g へ、大きさ

は20.7mm から25.2mmに成 

長していた。垂下式養殖を八郎湖で利用する場合、

シジミを網の中で生育させることでコイからの

捕食を防ぐことができ、垂下式で養殖することで

湖底より比較的水深が浅く酸素濃度も高い位置

で養殖することができる。 

 

Ⅴ 考察 

また、この計画で用いる網の設置費及び管理費

は、養殖したセタシジミを販売することで賄える

と考える。2018年の東京都中央卸売市場市場統計

情報年報より以下の値を算出した。  

・販売数量総数               1,589,467kg 

・売上総額             1,074,631,683円 

・平均販売価格                    676円 

これをシジミの市場販売価格と仮定する。 

使用する網の管理費は、2016年に太地町地域プ

ロジェクトで太地町漁業協同組合代表者の脊古

輝人さんが作成した計画書からシラス漁での漁

具費を参考に推察した。 

【漁具費】          （単位：千円） 

防藻加工費             6,305 

  資材費（ロープ類、補修網等）   47,234 

修繕費                1,997 

燃油代               1,488 

  氷代                1,814 

合計                           58,838 

よって、漁獲場所を八郎湖として、漁具費を賄

うために必要なセタシジミの漁獲量は、約87t と

考える。 

秋田魁新報の新聞記事によると、昭和62年にシ

ジミが大量発生したときは1,755ｔ～10,750ｔも

のシジミが獲れ、その後は水質の変化により７ｔ
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程度に減少したが、当時はかなりの漁獲量を誇っ

ていたという。 

「Ⅳ仮説の検証」で挙げた提案を実行してシジミ

が以前のように育つことができると、漁具費など

の管理費をシジミの販売で賄うことも可能だと

考える。 

 

Ⅵ 結論 

この研究結果から、アオコで汚染された湖にシ

ジミを大量に放すことで、湖の水質を改善するこ

とが出来ると予想される。その中でも、淡水で生

息や繁殖することが可能なセタシジミは、湖の浄

化に最も適していると言える。また、ただシジミ

を放すだけではシジミの個体数は短期間で減少す

る恐れがあるということもこの研究で明らかにな

った。シジミの個体数の減少には複数の原因があ

り、「コイによるシジミの捕食」、「湖底のヘドロ」、

「大潟村からの排水による富栄養化」等、その多

くが湖の環境に帰すものである。持続的な水質改

善を可能にするには、それら全てを解決すべきで

ある。 

そこで私たちは、セタシジミ、シラス網、鉄炭

団子を同時に八郎湖へ導入することを提案する。

セタシジミが低酸素状態に陥る原因となるヘドロ

を、鉄炭団子を投入し微生物を活生化させること

で分解し、さらに、網を設置しその内側にセタシ

ジミを生息させることで、コイによる捕食から保

護することができるだろう。この方法により、セ

タシジミは繁殖し、半永久的に湖を浄化し続ける

ことができると考えられる。管理費用に関しても、

セタシジミを出荷することで網や鉄炭団子の使用

にかかる費用を賄うことができるはずだ。 

このシジミを使った湖の浄化方法を世界各地の

アオコに汚染された湖で導入し、環境や人体に悪

影響を及ぼすアオコの危険性を防ぎ回避すること

ができると考える。 
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SNOW VEGETABLE PROJECT 

～雪下野菜で世界の雪国の小規模農家の農業収入を上げる～ 

 

菊池風花， 白渡萌々子， 畠澤英恵， 和田彩那 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ９ 

 

私たちは雪下野菜を広めることで、世界の雪国の冬の農業収入を上げることを目的とした「SNOW 

VEGETABLE PROJECT」を提案する。雪下野菜とは雪の中で越冬させた野菜のことで、秋田で盛んに栽培さ

れている。雪下野菜は栽培するために土地を拡大する必要がないため、環境を大きく変えることなく栽培

ができることや、雪の下では長期的な保存が可能であるため、市場の様子に応じて出荷量を調整できると

いった利点がある。私たちはこの農業方法を他国の降雪地域に広めるためにワークショップを行うことや、

効率的な販売のために都市近郊と地方とで売り分けを行うこと、また、商品価値を高めるために雪下野菜

をブランド化することを提案する。 

 

キーワード 雪下野菜、雪国、農業収入、小規模農家 

 

Ⅰ 序論（問題の所在・背景） 

世界には小規模農家が多くあり、世界の農家の

うち 90％以上を占め、大半の国で主流の形態とな

っている。世界に存在する農地を 1ha 未満、

1-10ha,10-50ha,50- 100ha,100-500ha,500ha より

大きい地域に分類し、地域別で比較した。（図１）

北アメリカとオーストラリアを除くすべての地域

で、10ha未満の農地を経営する農家が半数以上を

占めている。「世界農業白書（FAO）」によると、こ

のような小・中規模農家は、生産性も低いという

問題がある。こうした農家が増加する食料需要に

こたえて、天然資源を保全し、収入を上げていく

場合には、単に生産量を増やすことだけでなく、

持続可能な方法である必要がある。 

本研究では、とくに世界の雪国の小規模農家に

焦点を当てていく。世界の降雪地域では冬の期間

に雪が降るため、野菜の栽培・収穫ができないと

いう現状がある。これにより、多くの農家は、冬

の期間に次の季節への準備や副業などを冬の間の

収入としている。 

 

 

 

 

 

 

図１ 地域別農地面積(2015) 

 

Ⅱ 調査 

１ 文献調査 

秋田県では、「雪下野菜」が盛んに生産されてい

る。「雪下野菜」は東北地方発祥で、雪の下で越冬

することで冷たさから身を守るため糖度が高くな

り、あまさが増す。（図２）さらにそのまま春先ま

で保存も可能な野菜のことである。雪下野菜に適

している野菜は、キャベツ、白菜、人参など旬の

季節が冬で、野菜に含まれている水分量が少ない

野菜である。 
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図２ 糖度の変化（収穫後のキャベツ） 

 

２ 電話調査 

文献調査では、雪下野菜の特徴をとらえること

はできたが、雪下野菜を育てるうえでのメリッ

ト・デメリットや育て方、工夫していることなど

の雪下野菜農家の実態について調べることはでき

なかった。そこで私たちは雪下野菜農家に電話調

査を２回に分けて行うことにした。 

対象 

秋田県の能代市、秋田市、由利本荘市、湯沢市

などの道の駅・産直（５か所） 

秋田県・山形県の雪下野菜農家（５か所） 

方法 

 道の駅・産直の方々や、雪下野菜農家の方々に 

連絡し、栽培方法、栽培作物、困っていること、 

販売方法などを質問した。 

結果 

 栽培方法は作物を収穫せずに雪を積もらせる方

法と一度収穫した作物を雪が降ってから雪下に貯

蔵する方法がある。雪下野菜は雪の下に埋まって

から 10日ほどで甘さが増すため、栽培期間は各農

家で異なっていた。また、雪下野菜を栽培するに

は、積雪量が 50cm以上必要であることが分かった。 

栽培する上で困っていることは、２つあった。

１つめは、雪下野菜は栽培期間中、日光に当たら

ないため、見栄えが悪いということだ。そのため、

市場に出回りにくく、産直で販売することが多い。

２つめは、雪下に埋まっている野菜を収穫するに

は手作業で行わなければならず、重労働である。 

 

 

 

Ⅲ 仮説 

 私達は、雪下野菜の農法を世界の小規模農家に

普及させることで降雪期間の農業収入を支えられ

るのではないかと考えた。 

雪下野菜を用いるメリットとしては、新たに農

業機械を購入したり施設を建てたりする必要がな

く、今まで行っていた農法や環境をそのまま活か

せること、雪の下で保存することが可能なため出

荷時期をコントロールできることである。 

雪下野菜を世界に普及するために３つの仮説を

たてた。 

①  現地でワークショップを開くことで雪下野

菜農法を伝える。雪下野菜は、＜Ⅱ 調査＞

で述べたように 50 ㎝以上の積雪量があれば

栽培可能なため、下記の地図において太線で

囲ったロシア、ノルウェー、スウェーデン、

フィンランド、アメリカ、カナダ、グリーン

ランドなどの地域で実現できるのではないか

と考える。（図３） 

②  需要と供給のバランスを考慮し、都市近郊

と地方で販売方法を分ける。都市近郊では新

鮮なものをそのまま需要の高い都市へ、地方

では事前にインターネットなどを利用して予

約してもらうことで生産の無駄を削減できる

のではないかと考える。 

③  雪下野菜の特徴である甘みを活かし、雪下

野菜をブランド化する。パッケージ表記など

を工夫することにより、付加価値をつけ、他

製品との違いを明確にする。ブランド化する

ことにより、世界の市場でも競争していける

のではないかと考える。 

  

 

図３ 世界の積雪量(2010) 
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Ⅳ 仮説の検証 

１ ①の仮説の検証 

対象 

国際教養大学へのフィンランド留学生３人 

方法 

 インタビュー(2018/11/16) 

結果 

現地では雪が降る前に土が凍ってしまうことが

分かった。また、気温が大きく０℃を下回るため、

外での農作業が困難であることが分かった。そこ

で、世界の永久凍土の地域について調べると、年

中凍っている地域と凍っていない時期がある地域

があることが分かった。（図４） 

 

図４ 世界の永久凍土の分布地域 

 

２ ②の仮説の検証 

対象 

複数の雪下野菜農家 

方法 

 インターネットで雪下農家を調べ、連絡先が掲

載されている農家に、どのような販売方法を行っ

ているか電話インタビューをした。 

結果 

 秋田県では市場に出荷する他に、産地直売、コ

ンビニなどで販売している。山形県や北海道では

インターネット販売も行っており、インターネッ

トで予約があった分のみを生産し販売している農

家もあった。 

３ ③の仮説の検証 

対象 

 新潟・JAえちご上越 

方法 

 インターネット調査 

結果 

新潟・JAえちご上越の雪下・雪室野菜が農家所

得増大につながっている。野菜を栽培期間中に雪

の中で貯蔵することにより付加価値を高め、二割

高での販売を実現した。2017 年度の販売額は、

1,320 万円と販売開始当初（2009年度）の四倍以

上に拡大した。 

 JAの直売所・旬彩交流館あるるん畑では、2007

年から雪下野菜の取り組みを始めた。品目は大根、

人参、キャベツ、白菜、ネギの５つである。 

2012年には「雪下畑の仲間たち」で登録商標が

認められ、あるるん畑の人気商品として定着させ

ることができた。当初、130 万円だった雪下野菜

の生産額が、現在では 1,000 万円を超えている。

それによって耕作放棄地となっていた畑を耕して、

栽培面積を広げた生産者も増えてきた。雪下野菜

は農業の担い手を育成し、耕作放棄地の有効利用

を実現しながら、地域の農業を活気づけるために

一役買う存在となっているのだ。また、農林水産

業みらい基金を活用して、あるるん畑に隣接し農

産加工所とレストランを建設し、雪下野菜の消費

拡大と生産力を向上させた。雪下野菜の生産に有

効な雪室の研究も行いながら、地産地消を推奨し

ている。こうした取り組みによって、上越地区の

大きな課題だった冬の園芸作物の栽培を根付かせ、

農家の収入源の確保に貢献した。 

さらに、JA 越後上越の雪下・雪室研究会により、

2018 年からこれまで生産農家任せだった雪下野

菜の育て方や、雪質の条件などを示したガイドラ

インを作成され、生産者の意欲を高めた。また、

毎年雪下・雪室野菜の解禁日を定め、解禁日以降

に出荷した野菜を正式な雪下野菜として位置付け

ることで、消費者が安心して雪下野菜を買い求め

ることを可能にした。 

 

写真 あるるん畑での販売の様子 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTleza1LrgAhUW6LwKHXNlDDEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.joetsu.ne.jp/40845&psig=AOvVaw3oc9zFSRFk2sz2r1rQmTau&ust=1550214346010771
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４ 雪下野菜農家へのフィールドワーク 

対象 

秋田県の東由利の雪下キャベツ農家 

方法 

2019 年３月３日に収穫体験のイベントに参加

し、インタビューを行った。 

結果 

・雪下野菜の知名度は日本全国のみならず秋田県

でも低い。 

・自らの手で野菜を収穫することによって、秋田

県の子供たちに食への関心を持ってもらいたい。 

・小中学生を対象に収穫体験を行っている。 

・外国人労働者の受け入れには積極的。 

・農業について多くの人に関心を持ってもらい、

後継者を増やしたい。 

 

Ⅴ 考察 

１ ①仮説の考察 

 検証結果より、私たちが想定していた国では

必ずしも雪下野菜の栽培ができるとは言えな

いと考えた。また、ワークショップを開く人材

を確保できない事や、言語の違いをどう克服す

るかなどの問題も見つかった。そのため、雪下

野菜農法を世界に広めるのは、現段階では実現

性が低いと思う。 

２ ②仮説の考察 

 検証結果より、都市近郊と地方で販売方法を

分けるという仮説は、実際に他県で行われてい

る例があるため、雪下野菜の販売にも有効であ

ると考える。 

３ ③仮説の検証 

 検証結果より、雪下野菜をブランド化すると

いう仮説は、新潟・JAえちご上越の成功例があ

るため、成功例を基にさらに発展させることで、

雪下野菜の市場の規模拡大に繋がると考える。 

４ フィールドワークにおいての考察 

インタビューの結果から、雪下野菜の生産を

行っている秋田県にも知名度や労働力におい

ての課題が多くあることが分かった。そこで、

雪下野菜をブランド化することやボランティ

アの開催などによる課題解決に向けた取り組

みを行いたい。 

Ⅵ 結論 

本研究では当初、雪下野菜を有効に活用するこ

とで世界の小規模農家の降雪期間の農業収入を支

えることができるという仮説のもとに検証を行っ

た。しかし、実際に雪下野菜農家へ訪問すること

により秋田県内での問題が残っていることに気づ

き、新たに「雪下野菜を活用して秋田の農業を活

性化する」という提案をする。 

 私たちが新たに提案する SNOW VEGETABLE 

PROJECT では、小中学校の学校給食で雪下野菜を

使用すること、高校生雪下野菜農業ボランティア

を行うこと、秋田の雪下野菜としてブランド化す

ることにより老若男女すべての世代に秋田の雪下

野菜を知ってもらうことで秋田の農業の活性化に

つながると考えた。この３つの具体的な活動を通

して秋田の雪下野菜の県内での知名度を高め、さ

らには日本での知名度を高めていくことも考えて

いる。私たちは、実現化に向けて今後も活動を続

けていく。 
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東南アジアの子供の栄養不良を妊婦への食育で解決する 

 

齊藤かな， 堀井果乃歩， 塚本路深,  成田結衣,  ブース梨杏 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 10 

 

現在東南アジアの中所得国では、子供の低栄養と栄養過多の二重負荷が深刻化している。本研究ではその解決策

として、妊婦への食育に注目した。子供の栄養摂取を左右する大人の中で、子どもに最も身近な存在である妊婦

が、健康な食生活を送るための知識を身に付け、そして、体質や食習慣の改善を実行していくことを推奨する。

私たちは、食育の発信者と妊婦をつなぐ手段として、前出の対象国において現在普及率の高まっている「母子健

康手帳」に着目し、その有効利用を検討した。本校保護者へ実施したアンケートの結果や日本の優れた食育を参

考に、これらの国の文化に適し、且つ経済状況や発展具合を検討した上での新しい食育の在り方を提案する。 

 

 

キーワード 東南アジア、栄養不良、食育、妊婦 

 

                

Ⅰ 問題 

 WHO（世界保健機関）と UNICEF（国連児童基金）

および ASEAN の共同報告書によると、東南アジア

のタイ、フィリピン、インドネシアでは、低栄養

と栄養過多の子供が同時に存在する栄養不良の二

重負荷が深刻な問題となっている。つまり、過体

重(※１)の子供たちがいる一方で、発育阻害(※

２)や消耗症(※３)に苦しむ子供たちもいるとい

う状況だ。 

UNICEF 世界子供白書 2017 によると、インドネ

シアでは 12％の子供たちが過体重で、12％の子供

たちが消耗症と両者の割合は同じである。また、

タイでは子供の過体重と消耗症の割合はともに増

加している。さらに、ASEAN 全体で 1,700 万人い

る発育阻害の子供のうち、4 分の 3 近くにあたる

1,200 万人がインドネシアとフィリピンに暮らす

子供たちである。子供の栄養不良は、幼少期への

悪影響だけでなく、将来的にも糖尿病や心管疾患

などの食生活に関連する病気のリスクを高める。 

このように東南アジアの多くの国では、経済発

展を遂げ、多くの子供たちが貧困から救われた一

方、それまで高所得国の問題と考えられてきた栄

養問題が増加している。 

 

 

※１過体重： 年齢相応の身長を持つ基準集団の体重の中央値 

からの標準偏差がプラス 2以上 

※２発育阻害：年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値 

からの標準偏差がマイナス 2未満 

※３消耗症： 年齢相応の身長を持つ基準集団の体重の中央値 

からの標準偏差がマイナス 3未満 

※４低体重： 年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイ 

ナス 2未満 

（WHO Child Growth Standardsによる） 

 

Ⅱ 問題の背景 

私たちは、こうした東南アジア諸国の二重負荷

には大きく分けて２つ原因があると考えた。 

１つ目は栄養価の偏った食文化である。先ほど

あげたタイ、フィリピン、インドネシアなどの東

南アジアの国々では１年を通して気温が高いため、

食べ物が腐るのを防ぐために揚げ物中心の食文化

である。また、近年の経済発展とともに食の選択

肢が増えたことで普及してきたファストフードや

お菓子などは安価で手に入りやすいため、多くの

子供たちがよく口にする食べ物となっている。女

性の労働参加も増え、両親が共働きであれば、ま

すますそういった食品や加工食品に頼ってしまう

と考えられる。 

２つ目は、母乳育児が普及していないことだ。
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インドネシア、フィリピン、タイは日本に比べて

母乳育児の普及率が低いということである。（図１）

特にタイの母乳育児の普及率は日本の半分以下で

ある。母乳は乳幼児にとって最適な栄養摂取方法

であり、粉ミルクよりもはるかに高い栄養を含ん

でいる。さらに、母乳育児を行うことで乳幼児の

病気やアレルギーを防ぐことができるという利点

もある。最適な母乳育児に関する支援はあらゆる

栄養不良に対応し、子供たちを栄養不良から守る

とともに過体重を予防するための非常に貴重な取

り組みである。 

このように幼少期からの食文化に関する問題点

が二重負荷の背景にあるといえる。 

 

 

図１ 完全母乳育児率（６か月未満） 

 

Ⅲ 研究仮説 

そこで本グループでは、地域や県ごとに妊婦に

食育を行うことで、この栄養不良の二重負荷を改

善できるのではないかと考えた。子どもに最も身

近な存在である妊婦に着目することが、母乳育児

を普及させること、栄養価の高い食への転換のた

めに重要だと考えた。そして、その食育の軸を地

域や県が担うことで、食育をより確実で効果的な

ものにできると考える。 

 

Ⅳ 調査 

調査１．妊婦の栄養と子供の関係 

 妊娠中に母親が摂った栄養は、胎盤を通して胎

児へと送られる。炭水化物は細胞分裂を起こすと

きの熱源になり、蛋白質は細胞の材料そのもので

ある。つまり、母親が栄養不足に陥ると、お腹の

胎児の栄養状態に大きく影響する。具体的には、

細胞の代謝の速度が落ち、細胞の数自体が減る。

こうなってしまうと、出産後にしっかり栄養を与

えても、手遅れになってしまう。 

また、低出生体重児（出生時の体重が 2,500g

未満）で生まれた子供は高血圧、冠動脈疾患、Ⅱ

型糖尿病、脳梗塞、脂質代謝異常、神経発達異常

などの様々な病気になるリスクが高いことが分か

っている。   

➀ DOHaD 説（生活習慣病胎児期発症起源説） 

英国の疫学者バーカー博士は、栄養不良の状態

で生まれた子供は生き残ったとしてもその影響を

一生負い続け、最終的には心疾患につながる可能

性が高いのではないかと考えた。そして、1901 年

～1910 年の乳幼児死亡率と、1968 年～1978 年の

男性虚血性心疾患死亡率について、イギリスのハ

ートフォードシャー地域で検討した。結果、出生

体重が小さくなるにしたがって死亡率が高まり、

逆に大きくなると死亡のリスクは低くなるという

ことがわかった。 

このように、出生体重は将来の健康や生活習慣

病のリスクと密接な関係があることが分かった。

胎児期に十分な栄養が与えられてないと、遺伝子

は栄養を体内で維持しようとする倹約型になり、

出生後に肥満になりやすいと言われている。 

② 最初の 1,000日間の大切さ 

 子どもは命を宿してから最初の 1,000 日間＝２

歳までの間に十分な栄養が摂取できないと、健康

や脳の発達に影響を受け、一生取り返しのつかな

いダメージを受けることがある。また、健康な子

どもに比べて病気による死のリスクも高まると言

われている。 

調査２．妊婦への食育 

(1) 対象国（タイ・インドネシア・フィリピン）

における食育の現状 

 実際に自治体などの食育の発信者と妊婦とを繋 

ぐものがあるのかという現状を調査してみた。 

タイでは、日本を参考に 1980 年代に既に母子健

康手帳が独自に開発されている。これは医療機関

を変更する時も利用可能であり、保健医療サービ

ス提供者と利用者のコミュニケーションの１つと

して普及しつつある。 

インドネシアにおいては、JICAや UNICEF、大阪
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大学などの協力のもと、1993 年に初めての母子健

康手帳が開発，翌年に施行された。その後、徐々

に導入される州を拡大しながら、2004年には母子

健康手帳の利用を保証する大臣令が発令され、現

在は国内 33 の全ての州で使われている。 

両国においてこうした母子健康手帳は、妊婦（母

親）と医師を始めとする医療従事者を繋ぐだけで

なく、日本のように母子保健教育の教材としての

機能も持っている。特徴的なのは、多数の低学歴

層に対応するため、分かりやすい絵やカラー漫画

の多用や父親にも支援を呼びかけるような工夫が

施されている点だ。なお、フィリピンにおいても

現在導入が検討中である。 

また、直接的な食育の場としては、UNICEFがイ 

ンドネシアで栄養に関するカウンセリングを行う

など、世界的な援助が徐々に広がっている。 

(2) 本校保護者へのアンケートと日本の食育 

 そこで私たちは、世界的にも優れた日本の食育 

の中で、母子健康手帳がどのような役目を担って 

いるのか関心をもった。そこで、秋田南高校２年 

生の保護者 229名を対象にアンケートを実施した。 

調査の結果、106名から以下の回答を得た。 

アンケートの結果（図２）より、「母子健康手帳」 

は、母体の体重、胎児の成長の様子、健康診断を

始め、胎児や自身の様子を書き込み、記録するた

めに日常的に利用されることが分かった。同時に、

手帳を通して多くの必要な知識を妊娠期から得る

など、日々の食事・健康管理を行うために、不可

欠なものとして機能していた。 

 
    図２ 母子健康手帳における利用の分布 

日本においてこの母子健康手帳は、義務とはさ

れず、あくまで推奨という形であるものの、数十

年もの間ほぼ全ての妊婦の健康維持の主な手段と

して役立っている。 

更に日本では、栄養に関するカウンセリング、 

講習会なども多く実施され、参加者も多いという

状況もある。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

調査１の結果から、妊婦を対象に栄養に関する

正しい知識を与え、食育の普及を図ることは、子

供（胎児）の栄養不良とそこから生じる様々な病

気のリスクを減らすために大いに有効であるとい

える。 

また、調査２の対象国において母子手帳が普及

しつつあり、妊婦も健康管理や正しい食育に関心

が高まってきているという現状は、食育を実践す

る手助けになると考えた。この流れに妊婦だけで

なく、医療機関や周りの大人を巻き込んでいくこ

とができれば、より多くの人たちが正しい情報を

共有しうると考える。 

よって妊婦から食育を始めることで、栄養不良

の二重課題を改善できると考えられる。 

 

Ⅵ 課題 

 しかし、ここで課題となるのは、母子健康手帳

や世界的な組織や団体の援助による食育を受けら

れる妊婦の数は限られてしまうということだ。特

に、島の多いフィリピンや病院を利用する頻度の

所得層差を考えると、病院などの医療施設や公共

施設においての食育は偏ったものになってしまう

と考えられる。 

 

Ⅶ 解決策 

そこで私たちが提案するのは、食育のツールと

して母子手帳アプリを利用することだ。具体的に

は、国によって状況は異なるため、それぞれに順

応させた国別の母子手帳アプリを使うことを提案

する。アプリを用いることで親と子の体重管理を

自動グラフ化できる。更に、妊娠期と出産後の母

乳育児の知識、妊娠期別に必要な栄養を含んだレ

シピや情報の定期配信、他にもアプリを使用して
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いるママ友や育児経験者同士のコミュニケーショ

ンをアプリのコンテンツとして導入すれば、妊婦

への効率的で確実な食育が可能となると考える。 

図３に示したグラフを見てみると、先ほど挙げ

たタイ、インドネシア、フィリピンの３つのいず

れの国でもスマートフォン所有率が近年高まって

きていることが分かる。加えて、図４のスマート

フォン所有率を年齢別に比べると、私たちが対象

とする妊婦に近い若い年齢層である 15 歳～34 歳

の範囲内では、８割を超える人々がスマートフォ

ンを所持していることが分かる。 

  

 
図３ スマートフォン所有率(2016年・2012年) 

 

 

図４ 年齢層別スマートフォン所有率（2016 年） 

 

よって、以上の条件のもと、アプリを用いた食

育をこれらの３つの国で実施することは、十分可

能であると考える。 

Ⅷ アプリの実用例  

秋田県では、2018年４月に南秋田郡八郎潟町に

て、(株)エムティーアイによって企画、開発され

た母子手帳アプリ『母子モ』が ICTを活用した新

たな子育て支援策として、県内で初めて導入され

た。このアプリでは、妊産婦と子供の健康データ

の記録・管理や予防接種のスケジュール管理など、

育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便

利な機能が充実している。私たちが八郎潟保健所

に電話で問い合わせたところ、外部から講師を呼

んで妊婦を対象とした会を設け、その情報の発信

も行っているということだった。 

この『母子モ』の運用は育児経験者を中心に行

われているが、こうしたアプリを地域や自治体と

いう範囲で利用することが出来れば、一人一人の

データの管理も可能となり、長期的な問題解決に

もつながるのではないかと考える。 

 

Ⅸ アプリの海外適用の考察 

 ここで問題となるのが、母子手帳アプリの普及

についてである。私たちは、日本でもいまだ普及

段階である母子手帳が、東南アジアの３国で浸透

する見込みがあるのだろうかという疑問を持った。

母子手帳アプリ『母子モ』を運営している(株)エ

ムティーアイが調査を行った結果が、次のグラフ

に表されている。（図５） 

  

 

図５ 自治体に母子手帳アプリを導入してほしいか 

日本全国で母子手帳アプリを導入している自治

体はまだ 160か所ほどにも関わらず、「自治体でア

プリを導入していれば利用したい」と答えた人は、

67.3％とかなり高い結果であった。また、利用し

ていない人に「なぜ利用しないのか」と調査した
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結果、「存在を知らなかったから」と答えた人が９

割を占めており、認知度の低さがうかがえる。 

 これらの結果から母子手帳アプリの導入自治体

をもっと増やし、認知度向上の工夫を行うことで

アプリの普及が図れると考える。東南アジアでも

母子手帳、食育への関心が高まっていることから、

それらの国々でアプリが普及する可能性は十分あ

り得る。 

 ここで母子手帳アプリを広めていく方法をいく

つか提案する。１つ目は従来の紙の母子手帳と一

緒にアプリを進めてもらうことだ。アプリは母子

手帳と併用して使うことでどちらのメリットも吸

収でき、また、ほとんどの妊婦は母子手帳を受け

取ると思うので、母子手帳の交付とともに行えば

確実だと思う。 

２つ目は、産婦人科の医師や看護師にアプリを

推奨してもらうことだ。医師が推奨すると妊婦の

アプリに対する安心感や信頼度も高まる。３つ目

は病院の待合室にパンフレットを置いてもらうこ

とだ。病院では待合室にいる時間が長いのでパン

フレットに目がいきやすくなる。他にも SNSや広

告、テレビコマーシャルなどを用いて宣伝を行え

ば認知度が上がり、妊婦への食育が可能になると

考える。 

 

Ⅹ 結論と考察 

妊婦への食育は子供の体質や食習慣を形作ると

いう点で重要であり、充実させるべきものである。

本研究では、妊婦自身が出産前に栄養不良の状態

に陥らないこと、そして出産後も正しい栄養と健

康に関する知識をもちつつ育児を行うことで、現

在東南アジアの中所得国で問題となっている子供

の両極端な栄養不良問題の改善を目指した。まず

は食育で得たものを生活に取り入れることが可能

な所得層を対象とし、長期的には徐々に東南アジ

ア全体への食育の拡大にも繋げていきたい。 

また、それぞれの国では食材や料理、生活習慣

が異なるため、アプリを用いるのか、病院などの

公的機関と連携するのか、地域や国の状況に合わ

せて食育のかたちを検討していく必要があると考

える。私たちは、ここに子供の両極端な栄養不良

の改善策として、妊婦への食育を提案する。 
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米ぬかで先進国の栄養不足を救う 

 

三春凜佳， 原田すみれ， 工藤美色， 佐藤未夢 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 11 

 

近年、日本を含めた先進国では栄養の偏りによる hidden hunger(隠れた飢え)に陥る者あるいはその予備

軍といえる者がみられる。hidden hunger とはカロリーが足りているにもかかわらず、体は栄養不足とな

っている状態のことである。本研究では、その解決策として米のほとんどの栄養が含まれている米ぬかに

注目した。調べた結果、米ぬかを食べることで日本人の成人が一日に必要とする栄養分を摂取できること

が分かった。私たちはその米ぬかを使ったハンバーグを作り、「米ぬかハンバーグ」をハンバーガーのパ

テとして活用し、世界中の人々へ届けることを提案する。 

 

キーワード 米ぬか、hidden hunger、米ぬかハンバーグ、Ｎバーガー 

 

Ⅰ 栄養不足とは何か  

 栄養不足とはどのようなものか。多くの人は

「食べ物が足りず、栄養が摂れない状態」を想像

するだろう。しかし、栄養不足には２種類あり、

上記のほかに「食料は確保でき、必要なカロリー

も摂取しているのにも関わらず、必要な栄養素が

不足している状態」が挙げられる。私たちはこの

ような状態にある「先進国の栄養不足」について

調べ、その解決策を提案する。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 栄養不足になる理由 

食料があるのに栄養不足になる理由の一つと

して、近代化に伴い、需要が増加しているファス

トフードの普及が考えられる。 

2018 年のＦＡＯ(国際連合食糧農業機関)の記

事（The State of Food Security and Nutrition 

in the World）によると、人々は食事の際に生じ

る手間を省こうとするため、簡易的に食事を済ま

せようとする傾向にあるという。だから、簡単に

空腹を満たし、安価で手軽に購入することが出来

るファストフードを摂取するのである。 

２ ファストフードの健康への影響 

ファストフードには糖分や塩分、脂肪分が多く、

ビタミン、ミネラルなどは不足している。したが

って、ファストフードを取りすぎると栄養バラン

スが偏ってしまう。 

この問題は hidden hunger、「隠れた飢え」と

呼ばれている。2018 年のＷＨО（世界保健機関）

の 報 告 書 （ Maternal, newborn, child and 

adolescent health）によると、この問題はビタ

ミンやミネラル、食物繊維の栄養素の不足によっ

て起こり、日本を含む先進国に多くみられる。

hidden hunger によって引き起こされる症状とし

て、骨折しやすくなる、心臓病や脳卒中になりや

すくなる、病気に対する免疫が著しく減少するこ

となどが指摘されている。 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 解決しようと思ったきっかけ 

私たちは秋田県の食材を使って hidden hunger

を解決できないかと考えた。農林水産省の「平成

30 年産水陸稲の収穫量」によると、秋田県の米

の生産量は全国第３位である。私たちは米を

hidden hunger を解決する秋田の食材として、米

について調べた。研究を進めていくうちに米に含

まれる「米ぬか」が栄養を豊富に含んでいること

が分かった。 

２ 米ぬかについて 

米ぬかとは精米の過程で玄米の外側部分とし

て除去される胚芽や表皮である（図１）。その割

合は玄米の重量の約 10％にあたり、籾を基準に

考えると、白米の割合は約 75％であり、米ぬか

の割合は約 8.3％程度である。これらの数値に基



53 

づいて概算すると、精米の過程でわが国では年間

約 95 万トンの米ぬかが発生している。また、世

界では毎年約 5000 万トンの米ぬかが発生してい

る。私たちが米ぬかに注目した理由はその栄養価

の高さと多く発生していることである。主な栄養

素はビタミン、ミネラル、食物繊維が多くを占め

ており、米ぬかは米全体の 90％以上の栄養を含

んでいる（表１）。また米ぬかには、植物ステロ

ール、γ－オリザノール、フェルラ酸、トコトリ

エノールなどが多く含まれている。 

 

図１ 精米前の米の構造 

 

表１ 玄米、精白米、米ぬかの栄養比較 

 (日本食品標準成分表 2015年版(７訂)より) 

 

 

植物ステロールには動脈硬化、高脂血症、脳梗

塞、心筋梗塞の予防が期待できる。γ－オリザノ

ールは米ぬか特有の成分であり、血中脂質の低下、

更年期症状の緩和に、フェルラ酸はアルツハイマ

ー型認知症、糖尿病、大腸がんの予防、また、高

血圧改善に効果的である。トコトリエノールはビ

タミンの一種であり、動脈硬化、がん、抗炎症、

むくみの予防、また、コレステロール値を下げる

ことに有効的である。 

 図２は米ぬかを 100 グラム加えた場合の栄養

素量の変化を表している。 

 図２より、日本人が摂取すべき 1 日の栄養摂取

目標量を 100とすると、私たちは必要最低限の栄

養素を摂取できていないことがわかる。しかし、

米ぬかを 100グラム摂取した場合、１日に必要な

栄養素を十分確保できるのである。 

  

 
図２ 米ぬかを 100グラム加えた場合の 

栄養素量の変化 

（縦軸は１日に摂取すべき栄養量を 100とした際の指数） 

 

Ⅳ アンケートの調査結果 

１ アンケート調査の項目 

私たちは米ぬかについてどのように思ってい

るかを調査するために秋田南高校２年生 200 名

にアンケート調査を実施した。 

内容 

Q.⑴ 米ぬかとは何か知っているか。 

Q.⑵ 米ぬかを食べたことがあるか。 

Q.⑶ 米ぬかのイメージは次のうちどれが一番

強いか。 

① 食べ物 

 ② ゴミ 

 ③ 肥料 

   ④ 家畜のえさ 

 ⑤ その他 

Q.⑷ 米ぬかを食べたいと思うか。 

Q.⑸ 米ぬかについて知っていることがあるか。 

２ アンケート調査結果 

 アンケート調査の結果、以下の回答が得られた。 

A.(1)「米ぬかとは何か知っているか。」という質

問に対して、「はい」が 78％、「いいえ」が 22％

という回答が得られた。 

A.(2)「米ぬかを食べたことがあるか。」という質

問に対して、「はい」が 10％、「いいえ」が 90％

という回答が得られた。 

A.(3)「米ぬかのイメージは次のうちどれが一番

強いか」という質問に対して、「食べ物」が 51％、

「ゴミ」が 11％、「肥料」が 25％、「えさ」が５％、

「その他、無回答」が８％という回答が得られた。 

栄
養
の
量(

％) 
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A.(4)「米ぬかを食べたいと思うか」という質問

に対して、「はい」が 13％、「いいえ」が 87％と

いう回答が得られた。 

Q.⑵と Q.⑷の調査結果より、多くの人が米ぬ

かはぬか漬けを作るための材料であり、米ぬか自

体は食べ物ではないと認識していることがわか

った。 

現在米ぬかはぬか漬けのほか、肥料や家畜のえ

さ、ボディソープなどに使われている。また、米

油として利用されるものも多いが、米油自体もあ

まり知名度が高くない。これらの理由から、米ぬ

かの食品としての認知度が低く、栄養が豊富に含

まれているにも関わらず人々に食べられていな

いと考えた。 

３ フィールドワーク 

以上のイメージを克服するために、米ぬかを簡

単に摂取できる料理を作りたいと考えた。そのヒ

ントを得るため、平成 30年８月 10日に大潟村の

「産直センター潟の店」を訪問し、「米ぬかソフ

ト」を実食した。店長の藤田さんの話によると、

米ぬかは炒ると香ばしい香りがするが、独特のざ

らざらとした舌触りがあり、その舌ざわりを滑ら

かにするために作られた商品が「米ぬかソフト」

であるということだった。 

 産直センター潟の店には、米ぬかソフトのほか

にもバニラソフトやジェラートのメニューがあ

るが、実際はそれらを注文するお客さんのほうが

多くいる。その原因として、米ぬかを食べること

に馴染みがないため、「おいしくなさそう」とい

う先入観を持たれていることが考えられる。 

 また、米ぬかソフトに使用されている米ぬかは

有機栽培された米から利用しているため、農薬の

心配をすることなく食べることができる。大潟村

は、海が近く地形が平らで風が強く吹くため、夏

でも比較的熱がこもりにくいのが特徴である。そ

のため、害虫の発生が少なく病気にかかりにくい

ため、有機栽培に適していると言える。 

 

 

 

 

 

４ フィールドワークを経て 

私たちは米ぬかを使用したおかずを作ろうと、

「米ぬかハンバーグ」を考案・作成した。 

 

図３ 米ぬかハンバーグ 

 

『米ぬかハンバーグの作り方』 

材料(５人分) 

・米ぬか   50グラム 

・鶏肉    400 グラム 

・玉ねぎ(中) １/４個 

・卵     １個 

・小麦粉   大さじ１ 

・牛乳    30㏄ 

・塩、砂糖、こしょう 少量 

 

手順① 米ぬかを色がきつね色になるまで焦げ 

    ない程度まで炒る。 

手順② 米ぬか 50 グラムと鶏肉 400グラムを 

    こねる。 

手順③ 玉ねぎ１/４個、卵１個、小麦粉大さじ 

１、牛乳 30 ㏄を混ぜ合わせる。 

手順④ 手順③でできたものを４等分にし、それ 

ぞれ小判型に丸める。 

手順⑤ 手順④できたものをフライパンに敷き、 

    並べて、ふたをして３分中火で焼く。 

手順⑥ 焼けていないほうの面を中火から弱火 

    で焼く。 

手順⑦ 火を止め、ふたをしたまま２分ほど置く。 

 

 なお、米ぬかハンバーグのソースは、トマトケ

チャップを大さじ４とウスターソースを大さじ

２とコショウ、塩を混ぜ合わせることで作る。 
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 実際の栄養成分の数値を検出することはでき

なかったが、米ぬかを加熱調理することで栄養が

外へ流れ出る可能性があることがわかった。 

 食物繊維は加熱しても変化しない。ミネラルや

ビタミン B 群(ビタミン B1,B2,B6 など)は水溶性

成分であるため、例えば、ハンバーグであるなら、

出てきた肉汁をソースに利用することで栄養を

保持できると考えられる。 

 また、米ぬかシリアルを作り、牛乳と混ぜて食

べることでも栄養を摂取することができる。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

私たちは米ぬかを多くの人に食べてもらうた

めにハンバーガーのパテとして活用することを

提案する。 

 
図４ マクドナルドが出店している地域 

     （マクドナルド公式ホームページより） 

 

図３はマクドナルドが出店している国を表し

ており、黒色の部分はマクドナルドが出店してい

る地域で、灰色の部分はマクドナルドが出店して

いない地域である。大手ハンバーガーチェーン店

であるマクドナルドは現在 120 カ国以上にその

店舗を拡大している。よって、ハンバーガーとい

う気軽に購入でき、かつ多くの人々に親しまれて

いる食べ物に米ぬかを加えることで、普段の食事

を大幅に変えなくてもビタミン、ミネラル、食物

繊維などの栄養素を摂取できると考える。 

私たちは米ぬかハンバーグを「Ｎバーガー」と

名付けた。この「Ｎ」には４つの意味がある。 

① Nutrition （栄養） 

② Nippon  （日本） 

③ Nanko   （秋田南高校） 

④ Nuka   （米ぬか）                   

ハンバーガーにすることでパテだけでなく、バ

ンズにも米ぬかを加えることができるため、より

栄養豊富なものになると考える。また、ハンバー

ガーだけでなく、それ以外の米ぬかを加えた食品

を「Ｎ〇〇」としてブランド化したい。例えば、

「Ｎクッキー」、「Ｎコロッケ」、「Ｎシェイク」な

どを作ることが可能である。ブランド化するため

の第一段階として、県内の小中学校の給食や老人

ホームの食事などで「Ｎ○○」を使用してもらう

ことで米ぬかの良さを秋田県の人たちに実感し

てもらい、広めることから始めていきたい。 

 

Ⅵ 提案 
食生活の改善は健康的に過ごすための第一歩

であり、大切である。しかし、食事を大きく変え

たり、新しいことを始めたりするのは容易ではな

い。そこで、普段の食事を変えるのではなく、ビ

タミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む米ぬか

を加えるという簡単なプロセスを普段の食事に

取り入れることを提案する。それにより食事その

ものが栄養価の高い、健康的なものに変わるので

ある。 

私たちは、価値のある食材として流通していな

い米ぬかを使って、先進国の栄養不足、hidden 

hungerを解決することを提案する。 
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稲作農家と畜産農家の連携を深めて飼料自給率に革命を 

 

菊地唯央， 渋谷龍和， 鈴木あこ， 浜田美月 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 12 

 

  日本ではかねてより、低い食料自給率が大きな食料問題のひとつであるとして、その解決が試みられてい 

る。その中でも家畜のエサとなる飼料はそのほとんどを輸入に頼っているため、自給率が特に低い。しか 

し、日本の風土では一般的な飼料穀物が育ちにくいなどの難点がある。そこで私たちは“飼料用米”に注 

目した。旧来使われてきた飼料と同等の栄養価を持つ飼料用米を普及させるために、耕畜連携というシス 

テムの利用と、ローリングストックという備蓄法の応用による新たな農業形態を提案し、食料自給率に革 

命を起こしたい。 

 

キーワード 食料自給率、飼料用米、耕畜連携、ローリングストック 

 

Ⅰ 問題の所在と背景 

 現在、日本のカロリーベースでの食料自給率（こ

の先、特に断りがない限りは食料自給率とはカロ

リーベースでの食料自給率のことを指すものとす

る）は農林水産省の統計（H30 年度）で 37%と他の

先進国であるアメリカ合衆国の 130%（H25 年度）、

フランスの 127%（H25 年度）に比べると明らかに

低く、このことは度々問題視される（図１）。農林

水産省の 2025年度に向けた目標値も 45％となっ

ている。 

 

図１ 各国の食料自給率 

 

 食料自給率が低い原因の一つが、家畜のエサ、

つまり、飼料にある。例えば国産の牛肉や豚肉等

でも外国産の飼料を与えられて育てられた場合、

食料自給率は低くなってしまう。実際、日本の飼

料自給率は 2016 年度時点で牧草等の粗飼料は国

産が 78％となっているが、穀類等の濃厚飼料では

国産が 14％と粗飼料に比べて低い数値となって

いる。2025年度に向けた農林水産省の目標も粗飼

料が 100％の完全自給を目指しているが、濃厚飼

料は 20％と低い目標である。ところが、肉牛や豚

に与える飼料全体でみると、粗飼料より濃厚飼料

が占める割合が大きい（図２）。しかし、品質の良

いよりおいしい肉を生産するためには濃厚飼料の

存在は欠かせない。そのため、濃厚飼料の自給率

の低さは食料自給率の低さにも大きく関係する問

題であると言える。 

また、食料の多くを海外からの輸入に頼ること

のデメリットも複数上げられる。まずは、輸出国

側に何かしらの問題が発生した場合や外交的な困

難が発生した場合、輸入出来る量が少なくなった

り、輸入がストップしたりすることが考えられる。

そうした場合、国内での飼料の供給、備蓄が少な

いと家畜を養うことが出来ない。これは、畜産農

家にとどまらず私たちの日常生活に大きな影響を

与えかねない問題なのは言うまでもない。また、

輸入品の価格は為替の変動に影響されるために畜

産農家もエサにかけるコストを安定させることが

出来ない。畜産にかかるコストで大きな割合を占

めるエサ代が不安定だと、製品として出荷した時

の価格にも大きく影響する。さらに、輸入の際に

はその輸送費もかかってしまう。 

 日本の飼料自給率が低い背景に、アメリカ合衆

国等の大規模農園での大量生産ができる輸出国と
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比べて、日本は国土面積が小さく大量生産は難し

いことや、国産飼料の多くは米であるが現在は食

用米、とりわけコシヒカリやあきたこまち等のブ

ランド米を生産する水田の方が多いことが挙げら

れる。飼料用米をつくる際、食用米との混合を防

ぐため、使用機械や保管場所などに厳重な区別が

求められる。また、日本は自然災害が多く地震や

噴火、近年は異常気象による大雨などでしばしば

大きな被害がでている。私たちは、災害に備えた

家畜の飼料の問題についても食料問題であるとと

らえて研究を進めた。

 

図２ 配合・混合飼料の原料使用量（H23） 

 

Ⅱ 研究仮設 

１ 飼料用米の利便性 

 前述のように、日本の主な飼料作物は飼料用米

である。気候の特性や平野が少ないことなどから

多収品種の生産が見込まれにくいが、一般家庭で

口にする食用米とは異なり多収や低コストでの生

産が可能な飼料用米は、オーソドックスな飼料で

あるとうもろこしと同等の栄養価を持つ。また、

一度稲作が途絶え枯れてしまった水田は、もとの

ような水田に戻るために多大な時間も要するため、

飼料用米を生産することで耕作放棄地となる水田

を保護し、日本独自の環境を保つ役割も果たす。

以上から日本政府は飼料用米の生産を推進してお

り、作付け面積当たりの交付金や、その収量に応

じて補助金を支給すると定めている（表１）。この

交付金や低コストでの生産が可能な点で、稲作農

家は収入を得ながら比較的安価で飼料用米を畜産

農家へ提供できるのである。 

 

 

 

表１ 水田活用の直接支払交付金

 

 

２ 飼料用米の活用と耕畜連携 

そこで私たちは飼料用米の活用性に活路を見出

し、飼料自給率の問題への対策として耕畜連携と

いう農業形態に着目した。これは近隣の稲作農家

と畜産農家が連携して互いに協力して農業を行う

ことを意味する。たとえば、畜産農家から稲作農

家へ堆肥を提供し、稲作農家からは飼料を安価で

提供することなどを指す。これは稲作農家の米へ

一定の需要を生みながら、畜産農家は安定した価

格かつ安心できる品質の飼料を使うことができ、

能率的な農業形態である。また、地元の米を食べ

て育った、という付加価値がつき、畜産物のブラ

ンド化が可能になったという例もある。商品の質

についても同様で、知多農林水産事務所農業改良

普及課では、肉牛に飼料用米を与えて育てたとこ

ろ、特に和牛においては肉質等級４～５の上位割

合が増加する傾向がみられ、一般的な肉牛や乳用

肥育牛に対し飼料用米投与肉牛は筋間脂肪のオレ

イン酸比率１）が高いとの調査結果がある（表２）。 

 

表２ 飼料米を投与した肉牛の脂肪酸編成 

 

 

耕畜連携には上記のような多くのメリットがあ

るが、それらはうまく活かされていない。それに

は二つの原因が考えられる。 

 稲作農家と畜産農家を仲介するものが多い耕畜

連携は近くにいる稲作農家と畜産農家を結びつけ

る農業形態であるが、そのネットワークを構築し

たり、生産物を輸送したりするために様々な仲介

機関を必要とする。耕畜連携において稲作農家と
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畜産農家との意見交換は大切であるが、多くの機

関を仲介することによって両者の間に距離が生ま

れ、意見交換が困難になってしまう。さらに、耕

畜連携というシステムは稲作農家と畜産農家とを

結びつけることによって多くのメリットを生むが、

双方が密接なコミュニティを築くがゆえに自然災

害などが起こった際、どちらか一方が被害を受け

ると釣り合いは保たれなくなり、どちらにも大き

な損害が生じる。 

 これら二つの課題を解決し得るヒントを得るた

めに私たちは県庁へ行き飼料用米や耕畜連携のこ

とについて伺った。 

 

Ⅲ 調査結果 

１ フィールドワーク 

 秋田県庁にて行ったフィールドワークでは、主

に県の飼料用米の現状についての聞き取り調査を

行った。耕畜連携を考えるに先立ち、飼料用米の

収量と価格について知る必要があり、その説明を

していただくことになった。 

 前述のとおり私たちは、飼料用米を生産する農

家には政策支援の交付金が支給されており、それ

が大きな収入源となっていることに注目していた。

確かに、交付金が稲作農家の所得となることによ

って飼料用米の価格が下がり、畜産農家が飼料に

かけるコストが軽減しやすくなるというメリット

がある。畜産における支出で最も多くを占める飼

料費が安価となるため、交付金は稲作農家だけで

なく畜産農家にも必要な要素であることがわかっ

た。しかし、農家が食用米を生産するか飼料用米

を生産するかは、国の推進よりも年ごとの売り上

げや米価の変動を考慮してその都度決定される傾

向が強いという面もある。飼料用米は食用米に比

べて単価が安いため、多収量品種を用いて収量の

増加を図ることで、生産費との均衡を保っている。

すなわち、交付金制度が存在する現時点では、交

付金を利用しつつも生産量自体を増加させること

で価格がある程度一定に保たれていると言うこと

ができる。 

 次に、耕畜連携のシステムについてであるが、

飼料用米に限らず一方的に家畜に飼料を与えるの

みではルーメンアシドーシス２）などの健康障害が

生じることもあり、その対応や飼料用米の付与量

も異なるため、飼料のすべてを国産品へ転換する

のは容易ではない。しかし、飼料が純国産である

家畜は付加価値が付き、ブランド化して販売する

ことがきるほか、飼料用米生産の際に利用可能な

農薬や散布回数などを稲作農家に密に伝達するこ

とも可能となり、耕畜連携の特性が大いに活かさ

れる。そのために、稲作農家は純国産の飼料用米

を畜産農家のニーズに合わせて生産する工夫を、

畜産農家は純国産の飼料用米を用いても経営が成

り立つ状態にする工夫をすることが必要である。

しかしこの二者の努力のみでは利益が生まれない

ため、収入源となる消費者が国産の家畜を購入す

るといった販路の存在も重要になってくる。耕畜

連携は稲作農家と畜産農家の両者の工夫と、消費

者理解の促進が大きなカギとなる。 

 また、飼料の運送に関しても課題がある。秋田

県内の飼料用米について話を伺ったところ稲作農

家から JA を通して飼料メーカーへの輸送を経て

畜産農家に送られるという形を取っていることが

多く、稲作農家から畜産農家へ直接飼料用米が輸

送されるケースは非常に少ない。飼料メーカーの

半分は秋田県内、半分は秋田県外に位置しており、

その分の輸送コストも価格に影響を与えている。 

 

２ 新しい視点の取入れ 

私たちは耕畜連携のシステムの課題となってい

る稲作農家から畜産農家への飼料用米の輸送を改

善するために、「ローリングストック法」を応用す

ることを考えた。ローリングストックとは、一般

家庭に向けて推奨されている災害対策備蓄方法の

ひとつである。家庭に必要な量の非常食や水等を

備蓄しておき、日常的に食事で消費して不足した

分を買い足すという仕組みである。このように備

蓄、消費、補充を繰り返すことで、非常食の消費

期限が過ぎてしまうことを防ぎ、常に新鮮な備蓄

品がある状態を保ちながらも食料廃棄を防ぐこと

ができる。この方法を、稲作農家と畜産農家の距

離を埋める仲介媒体として応用できないかと考え

た。 
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３ 革命の兆し 

図３ ローリングストックの利点を用いた、 

耕畜連携を円滑化するシステム 

① 備蓄：各地域にある災害備蓄用貯蔵庫などに    

   稲作農家が飼料用米を提供する。 

② 消費：近隣の畜産農家が貯蔵庫にある飼料用 

   米を使用する。 

③ 補充：畜産農家が消費した分の飼料用米を稲 

   作農家が再び提供する。 

 

 この三つの段階を踏まえた仲介媒体を作ること

で、飼料用米の消費状況について稲作農家と畜産

農家がコミュニケーションをとる機会が生まれ、

連携を円滑にすることができる。また各地域にあ

る貯蔵庫を使用することによって輸送距離が短縮

されることが見込まれる。この短縮が輸送コスト

の削減につながり、稲作農家も畜産農家も純国産

飼料用米を扱いやすくなると考える。さらに、自

然災害が発生し生産過程の作物が被害を受けた場

合にも、地域の倉庫の飼料を用いて、支援物資が

届くまでの間も家畜に飼料を与えることができる

可能性がある。稲作農家は使用された量の利益が

生じるため、被害からの立て直しも円滑に行える

可能性があり、耕畜連携が災害に弱いという点も

克服できると考えた。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 2019 年５月 30 日に行われたグローカルミーテ

ィングにて、秋田市役所農業農村振興課の職員の

方々に、これまでの研究内容についてアドバイス

を頂き実現性についての検討を行った。まず、県

庁でも話題に上がった「稲作農家、畜産農家、消

費者の三者が得をする仕組み」という前提のもと

で、耕畜連携システムについての検討を行った。

飼料用米の需要があれば、前述の品質向上やブラ

ンド化で飼料用米の価格のみならず畜産物の価格

も上がるため、純国産飼料で育ったという付加価

値を正しく認識してもらう消費者理解の重要性が

指摘できる。その観点を取り入れたシステムに改

良することができれば、両農家にとってさらに運

営のしやすい農業形態にすることが可能となる。 

 また、ローリングストックを行う貯蔵庫が稲作

農家と畜産農家の仲介的機能を果たす点について

であるが、現在稲作農家と畜産農家の仲介となる

組織は秋田市役所のような地方の自治体が担って

おり、農家間の直接的な関わりは極めて薄い。私

たちが提案した農業体制が普及するには、それが

現状の自治体や共同組合によるシステムよりも大

きなメリットを持つものでなければならないとい

うことである。そして、自治体や組合の仲介から

農家間の密接したコミュニティへの移行が円滑に

進むような確立したネットワークもまた必要であ

るといえる。 

 しかし、農家間の直接的なコミュニケーション

についてのメリットは十分にあり、市役所などで

行われる耕畜連携の仕組みの一端としての実現性

は高い、とのご意見をいただいた。 

 

Ⅴ 結論 

 以上より、日本の今後の農業において、飼料自

給率の改善法のひとつとして、稲作農家と畜産農

家間のより密接した耕畜連携の必要性と、ローリ

ングストックによる穀物の保管方法の実用性を提

示する。 

 現時点で耕畜連携の基盤は自治体や組合によっ

て築かれているが、そのような仲介機関を挟むの

みである場合、農家同士の直接的な連携が希薄と

なり、互いの要望や希望、実態や状況が円滑に伝

わりにくい。生産品のロスを生んだり、需要と供

給のバランスが歪になったりとデメリットが生じ

る。これを解決するために農家間の直接的な連携

や接触が求められる。畜産農家がどのような飼料

を欲しているのか、稲作農家の最も適した生産量

はどれほどであるのかなどの様々な情報を共有す

る、あるいは実際に赴いて状態を観察することで、

最低限の損害で最大限の利益を生み出し、且つ双
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方の均衡を崩さない農業体制を実現することも不

可能ではなくなるのである。 

 同時に、ローリングストックの備蓄効率性に習

い、農家間の飼料用米の流通に貯蔵庫という共通

地点を挟むことで、輸送にかかるコストを削減で

き、飼料用米を導入するうえで危惧されていた食

用米との混同も防ぐことができる。また、ローリ

ングストックの本来の利点である災害時における

強みも発揮される。より安価な飼料用米を高い信

頼や安全性と共に提供することができれば、飼料

用米は普及すると考えられる。 

まだ改善は必要であるが、耕畜連携とローリン

グストックによって、日本の農業に飼料用米が進

出し、代表的な国産飼料としてその根底に定着し、

やがて飼料自給率に革命が起こるのではないだろ

うか。今後運用される耕畜連携などの動きや影響

を注意深く観察し、耕畜連携とローリングストッ

クの可能性について、運用法の向上を追求してい

きたい。 
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 本研究を進めるにあたり、多くの方々からご指

導いただきました。いずれも得難い貴重な内容で

あり、論文作成のおり大変活用致しました。ご協

力くださったすべての方々に感謝申し上げます。 

 

注釈 

１）オレイン酸比率……シス型のシスモノエン脂

肪酸が肉牛の筋間脂肪に含まれている比率。上質

な和牛ほど多く含まれている。 

２）ルーメンアシドーシス……主に牛などの家畜

が濃厚飼料の急激な摂取により第一胃内の pH が

低下した状態。不安症状や下痢などの健康障害を

きたすことがある。 

 

参考文献 

八木宏典.『図解 知識ゼロからの畜産入門』.家の光

協会 
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米の可能性 

～ヨーロッパの小麦アレルギーを持つ人々へ～ 

 

太田美裕， 小林亜莉亜， 新田花梨， 小野地瞳 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 13 

 

世界では小麦に含まれるグルテンが原因で起こるセリアック病患者が多くいる。特に小麦を主食とする 

ヨーロッパでは、セリアック病に苦しんでいる人も多くいる。セリアック病患者は、グルテンを含まな 

いグルテンフリー食品を小麦を使用した食品の代わりとして食べることができる。グルテンフリー食品 

は健康にも良いという理由もあり、現在需要が高まり、注目されつつある。私たちはグルテンフリー食 

品の中でも米を利用した米ゲルに着目し、ヨーロッパの食に関する問題を改善できるのではないかと考 

えた。調査の結果、米ゲルはグルテンフリー食品として使われることの多い米粉と比べて加工しやすい 

など、メリットが多いことが分かった。そこで、私たちは研究成果を発揮する場としてグルテンフリー 

食品を必要とする方々のコミュニティと東京オリンピックの二つの場所に着目した。そこで、日本国内 

での米ゲルを実用的なものとし、日本を訪れるヨーロッパの人々に米ゲルを利用したグルテンフリーを 

知ってもらうことを秋田の取り組みとすることを提案する。 

 

キーワード 小麦アレルギー、米、米ゲル、高アミロース米、ヨーロッパ 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

世界には小麦に含まれるグルテンが原因で起こ

るセリアック病に苦しめられている人が多くいる。

なかでも小麦を主食とするヨーロッパではセリア

ック病に不便な思いをする人も多い。セリアック

病とは、小麦・大麦・ライ麦などに含まれるタン

パク質の一種であるグルテンに対する免疫反応が

引き金になって起こる自己免疫疾患である。英国

国立医療技術評価機構によると、ヨーロッパにお

けるセリアック病患者は約 500万人以上、患者は

年々増加傾向にあるという。このセリアック病患

者の食の問題を解決する１つの方法として、グル

テンフリー食品がある。 

 

図１のグラフから、ＥＵでのグルテンフリーの売

上の総額が年々増加していることが読み取れる。 

 

 

 

 

 

また、図２や表１から、ＥＵの中でもグル 

テンフリーの市場規模の大きいイタリアでは、 

パスタやパンなどのグルテンフリー食品の流 
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通量が大きく伸びていることがわかる。 

このことから、ヨーロッパでのグルテンフリー

の市場規模は拡大傾向にあり、グルテンフリー食

品の需要が増加していることが読み取れる。 

 

Ⅱ 問題の背景 

グルテンフリー食品では、小麦の代わりに米粉

やトウモロコシ粉を使った食品が一般的であるが、

ヨーロッパでは遺伝子工学の影響でトウモロコシ

を使用したグルテンフリー食品が受け入れられな

い国もある。その理由の一つとして、宗教に関わ

る問題がある。 

 

 

図３のようにイタリア、スペイン、ポルトガル

などの国ではキリスト教の人口が国の人口の８割

を占めるなど、ヨーロッパではキリスト教を信仰

する人口が多い。遺伝子工学は聖書の書かれた時

代には存在しないため、遺伝子工学について明確

な結論を出すことは難しい。 

また、聖書には、神は植物や動物を含めた万物

を「種類に従って」想像されたと書いている。そ

のため、遺伝子工学は人間が神から与えられた責

任以上の影響を与える可能性があり、遺伝子を組

み換えることは神の役目に手を出すことになると

言う考えを持ち、遺伝子工学に否定的な考えをも

つ人もいる。 

 

Ⅲ 仮説 

そこで私たちは、グルテンフリー食品のなかで

も、「米」を利用した食品をヨーロッパの人々の食

事の一部として受け入れてもらうことで、より受

け入れやすい形で、ヨーロッパの小麦に関わる食

の問題を改善することができるのではないかとい

う仮説を立てた。 

 

Ⅳ 米粉を使ったグルテンフリー食品 

 現在、世界に流通しているグルテンフリー食品

に広く用いられているのは米粉である。そこで、

まず私たちは米粉に着目した。そして米粉がグル

テンフリー食品としてどのように優れているのか、

また、課題点はないかなどを調べるため、米粉の

メリットとデメリットについて調査した。 

１ 米粉のメリット 

 米粉のメリットとして、吸水性が高く生地がモ

チモチに仕上がる、油の吸収率が低い、また、そ

のふたつから摂取カロリーを減らす、という点が

挙げられる。  

２ 米粉のデメリット 

１つ目は小麦粉に比べ、値段が高いことだ。 

１kgの薄力粉が 200円前後なのに対し、米粉は１

kg あたり 500～1000円程度である。これは、まだ

米粉の需要が少ないためということ、小麦粉にく

らべて米の製粉コストが高いためということが理

由としてあげられる。 

２つ目は販売されている場所が限られているこ

とだ。小麦粉は普通のスーパー、コンビ二でも買

えるが、米粉は製菓材料店やネットで売られてい

ることが普通だそうだ。これも米粉の需要が少な

いことが原因だろう。 

３つ目は水分の微調整が必要だということだ。

米粉はおなじメーカーでも、成分や必要な水の量

が微妙に異なるため、水分量など、粉に合わせて

微調整が必要になる。レシピがあっても、米粉に

よって水分吸収量やスピードが違ってくるため、
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その都度調整が必要になる。そこが慣れるまでは、

米粉の扱いがむずかしいのである。  

 

Ⅴ 米ゲルの発見 

前述のように米粉にはデメリットの発見もあり、

私たちは米粉に代わるグルテンフリー食品を探し

た。その結果、私たちは新たに「米ゲル」をみつ

けた。米ゲルとは、水分を多く含んで炊いた米を

攪拌し、ゲル状に加工したものである。 

１ 米ゲルのメリット 

米ゲルにはいくつかのメリットがある。１つ目

は米独特の風味が少ないことだ。このことから米

ゲルで食品を作った場合、米粉で食品を作った場

合に比べ、多くの人に受け入れられやすいとも言

える。 

２つ目は、吸水性が良いことである。吸水性が

良いことによりさらに二つのメリットが生まれる。

それは、物性の経時変化が少ないため長持ちする

ということとカロリーを低く抑えることができる。  

 

図４のグラフより、米ゲルでできたパンは小麦

粉や、米粉でできたパンに比べて作ってから３日

後まで硬さが変化していない。また、私たちのグ

ループ小麦粉と米ゲルを使ってそれぞれパンケー

キを作った。米ゲルで作るパンケーキの材料は小

麦粉で作ったパンケーキと小麦以外は同じもので

作り、小麦粉と同量の米ゲルを使用した。 

   

左側が小麦粉を使用したパンケーキで右側が米

ゲルを使用したパンケーキである。この２つを調

理した１日後に試食したところ、小麦粉を使用し

た方は乾燥し、硬くなっていたが米ゲルを使用し

た方はもちもちとした食感であり、感触は出来立

てとほぼ変わらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２は班員で作ったアイスクリームであり、

もちもちとしていて伸びがよく、トルコアイスの

ようだった。写真３～７は株式会社アグリクリエ

イトが発売したライスジュレアイス（写真３）を

冷凍庫から取り出した直後（写真４）、30分後（写

真５・６）、１時間後（写真７）である。写真から

もわかるように米ゲルで作られたアイスは溶けに

くく、溶けても水分を保持し続け、水分が溶け出

すことはない。 

また、カロリーを抑えられるという点では、小麦

粉や米粉は小麦や米が占める割合が 100％である

のに対し、米ゲルは水の割合を比較的少なくし、

硬めに作られた米ゲルでも水と米の割合が２：１

であり、米ゲルの 70％近くが水で出来ているとい

うことである。これより必然的にカロリーは低く

なる。 

３つ目のメリットは、米ゲルは手軽に作ること

ができるということである。米ゲルは水分を調整

することで簡単に作れる。またこのように手軽に

作れることから、米ゲルを企業などが製品として

売り出す場合、米を製粉して売り出す場合などに

比べ技術はあまり求められないので、設備費が少
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なくて済むことに加えて米に付加価値をつけるこ

とができる。 

４つ目のメリットは、米を炊くときに加える水

の量によって緩めのゼリー状のものからゴムのよ

うな高弾性状のものまで硬度を自由自在に変える

ことができるという点があげられる。  

 
 

例えば緩めのゼリー状の米ゲルは添加剤や増粘

剤、保湿性付与、高弾性状の米ゲルはゼラチンの

代替として使うことができるなど、１つの食品が

加える水の量を変化させるということだけで形を

変え、さまざまなものに応用できるということで

ある。また、米を米粉として用いる場合には粉と

しての用途しかなかったが、米ゲルに加工するこ

とによって他の用途としてもつかえるということ

である。 

２ 米ゲルのデメリット 

 調査を進めていくと、米ゲルにはデメリットが

あることも分かった。 

まず、水分量の微調整が難しいということだ。

米ゲルも、米粉同様に水分量など、米に合わせて

微調整が必要になる。米の種類によって水分吸収

量が異なることや、用途によって必要な水の量が

変わってくるため、水の微調整は難しいといえる。

これは、細かなレシピが出回っていないため、詳

細がわからないが、これから先、米ゲルが広く普

及されれば、いずれレシピも出てくると思うので、

将来的には解消されると考える。 

次に米の風味が残るということだ。米ゲルにも、

米粉と比べると少ないものの、米の独特の風味は

残ってしまう。その風味が苦手な人には、米ゲル

はお勧めできない。 

 

Ⅵ 米ゲルに適した米とは 

 米ゲルを作る際、広く用いられているのは米の

中でも、高アミロース米と呼ばれる品種のもので

ある。アミロース含有量が高いほど、米ゲルを作

ったときにプルプルとした感触を保持した弾性体

のゲルを形成する。一方、同じ条件で加工しても、

コシヒカリやヒメノモチなどといった、アミロー

ス含有量が低い米を使用すると、流れる性質を持

った粘性体を示す。米ゲルは水分量の調節でさま

ざまな硬さに変えることができるが、調理をする

際にある程度の塊になったものの方が扱いやすい

と考えるので、米ゲルに適した米はアミロースの

含有量が高いものであると考える。 

 

Ⅶ 仮説の検証  

米ゲルにもデメリットがあるが、そのデメリッ

トはこれから米ゲル普及していけば改善していく

と考えられる。また４つのメリットより米ゲルが

米粉より優れたものであることがわかる。このこ

とから、日本で主食である米を使い、使いやすく

加工した米ゲルを用いてグルテンフリー食品を作

ることは小麦アレルギーを持つ食の問題を解決で

きるのではないか。私たちの着目したヨーロッパ

の小麦アレルギーに苦しめられている人々にとっ

て、米ゲルは非常に適した素材となるのではない

か。また、ヨーロッパでは米を栽培している国が

あり、栽培されているのはボンバ米である。ボン

バ米は高アミロース米であり、米ゲルを作るのに

非常に適している。このことからヨーロッパに米

ゲルを広めることができれば、将来的には米ゲル

を現地の人々が現地の米で作ることができるよう

になるのではないか。 

 

Ⅷ 考察・提案 

私たちは研究の成果を発揮する場として二つの

場所に着目した。１つ目はグルテンフリー食品を

必要とする方々のコミュニティである。保存がき

き主食からお菓子まで様々な形に応用できる米ゲ

ルは主に家庭の食生活を支える母親達にとって非

常に価値のある食材になる可能性を秘めていると

考える。中でも、小麦アレルギーを持つ子の親た

ちは情報交換のためのコミュニティを作っている

とグローカルミーティングの場でお話を聞くこと

ができた。このコミュニティの中で具体的な作り

方、活用方法などを紹介することで、まずは限ら

れた条件の中で試行錯誤する母親たちの助けにな
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ることをまず目指していきたいと思う。 

２つ目は 2020年の東京オリンピックである。オ

リンピックにはスポーツを観戦することを目的と

した多くの外国人が世界各国から日本に訪れるこ

とが予測される。もちろん、スポーツのみならず

日本の文化や取り組みを知ってもらう絶好の機会

となるだろう。ここで米ゲルのことを知ってもら

えれば、爆発的に世界各国に存在、その素晴らし

さを知らしめることができるのではないだろうか。 

そのための具体的な手段として、世界共通語と

なりつつある英語を用いて米ゲルの情報を盛り込

んだリーフレットを配り歩くことを提案する。日

本の米を使った米ゲルを全世界に普及させること

は現実的に厳しくても、様々な国で食べられてい

る“米”という食材の新しい利用方法を知っても

らい、アイデアを各国に持ち帰って活用してもら

うことで世界中の食文化の発展を目指したいと思

う。 
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糖尿病患者の今後の食事管理法に対する提案 

 

小野ななみ， 浦嶋柚乃， 工藤春花， 川上穂佳 

 秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 14 

 

世界保健機関（WHO）が発表した「2012年保健統計」によると、2008年の世界総死亡者数の約 63％にあ

たる 3600万人は生活習慣病が原因である。また、生活習慣病による死亡者数は今後も増加すると見込ま

れており、2030年には 5500万人になるとされている。今後も増え続けていくと予想されている生活習慣

病として、糖尿病が挙げられる。2017年の世界の糖尿病人口は、４億 2500万人と発表されている。そし

て、2045年には糖尿病人口は世界で約６億 2900万人にもなると言われているのだ（図１）。そこで私た

ち糖尿病患者に求められる食事療法に着目した。調査の中で糖尿病患者は日々の生活で食べる全てのもの

をカロリー計算する必要があり、仕事との両立に悩む糖尿病患者もいることが分かった。糖尿病患者がよ

り簡単に自分の食事管理ができ、また予防もできる方法はないかと研究を重ね、私たちは世界中に現在普

及しているスマートフォンのアプリを利用する方法を今回提案したい。これは特にアジアの人々に活用し

てもらうことができればと考えている。技術の進化がめざましい現代ならではの案で、多くの糖尿病患者

の負担を軽減し、急増し続ける糖尿病患者だけでなく、生活習慣病の対策も可能となる。 

 

キーワード 糖尿病、食事療法、アプリ、生活習慣病予防、アジア 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

国際糖尿病連合（IDF）によると、世界の成人の

11 人に１人は糖尿病である。世界中どの地域でも

糖尿病人口は増加すると見込まれている。日本の

糖尿病人口については、厚生労働省「平成 26年患

者調査の概況」より厚生労働省が３年ごとに実施

している「患者調査」の平成 26 年調査によると、

糖尿病総患者数（継続的な治療を受けていると推

測される患者数）は約 316万人で、前回の調査よ

りも 46万人以上増加したことが発表されている。

また、糖尿病ネットワークによると２人に１人は

糖尿病の可能性が高いが診断を受けておらず、自

分が糖尿病であることを知らないという現状もあ

り、実際は多くの人が糖尿病である可能性がある。 

そんな中、特にアジアでは増加率が高くなって

いるため、人口増加とともに糖尿病人口も増える

と考えられる。これは現在のアジアの主な地域の

糖尿病人口上位 10 か国を表している。人口が多い

ことによる影響も考えられるが、中国では 9000

万人以上、日本でも 710万人が糖尿病患者である

ことがわかる。これは世界でも高い数字である。  

 

図１ 世界の糖尿病人口 

表１ アジアの糖尿病患者数
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また、下の図２はインスリンの分泌量とインス

リンの感受性について表している。アジアの人々

について表しているのが黒い点だ。アジアの人の

多くはインスリンの分泌量が少ないとがわかる。

感受性に関しては高い数値であるものの、これは

肥満などの生活習慣により影響を受けるものであ

り、やはりほかの地域に比べるとアジアの人々は

糖尿病になりやすいといえる。また、アジアの多

くの地域では経済発展などの影響でスマホの普及

率が増加しているというデータもあるため、やは

りアプリでの食事管理は有効であると考えられる。 

 

図２ インスリンの分泌量と感受性 

 

糖尿病の大きな問題としては合併症を引き起こ

しやすいことが挙げられる。糖尿病の三大合併症

と呼ばれるのは、糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・

糖尿病腎症と呼ばれるものであり、身体の感覚異

常、失明、腎臓の機能が低下するなどの恐ろしい

症状がみられる。また糖尿病は動脈硬化の原因と

なり、心臓病や脳卒中を引き起こす（図３参照）。 

 

図３ 糖尿病の合併症進行の様子 

 また、糖尿病と歯には密接な関係がある。糖尿

病患者は歯周病になりやすいというデータがある。

体が高血糖の状態が続くと体が細菌に抗する免疫

の働きが弱くなり、細菌が増えやすい状態になる

ため、糖尿病患者は歯周病になりやすいといえる。

また、糖尿病患者が歯周病になると糖尿病が悪化

することもわかっている。（注 1） 

糖尿病には２つの種類がある。１型糖尿病と２

型糖尿病である。１型糖尿病は若年層痩せ型の人

に多く、インスリンを作る細胞が壊れてしまうこ

とで起こる。一方、２型糖尿病は中高年の主に肥

満気味の人に多く、遺伝的影響に加え、食べ過ぎ、

運動不足などの環境的影響によりインスリンが出

にくくなったり、効きにくくなったりすることで

起こる。糖尿病は２型の割合が約 95％と１型の約

５％を大きく上回っており、飲み薬、インスリン

注射に加え、食事療法・運動療法が必要となる。 

 表２において２型について説明する。糖尿病の

食事療法で重要視される「指示エネルギーを超え

ない」ようにすることに関して、いつも実践して

いる人が 32％しかいないことがわかる。また、カ

ーボカウントという毎食ごとの炭水化物（カーボ

ハイドレート）の量を計算する食事療法では、22％

とやはり実施率が低いことがわかる。また、特に

重要であるとされる「食事記録をつける」ことに

関しては、21％ととても低くなっている。Nanci 

Hellmich の研究結果によると、毎日食事記録をつ

ける人はつけない人と比べて、２倍多く体重が減

ったことがわかった。つまり、食事記録をつける

ことは、自らの食事管理について見直す必要があ

る糖尿病患者の食事療法で大きな役割を果たすと

考えられるのである。 

 

表２ 食事療法の実践状況 
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また、食事療法に対する意識アンケートによる

と、約 72％の人が食事療法を続けることが難しい

と答えており、難しくないと答えた人の割合を大

きく上回っている。その上、食事療法をやめよう

と思ったことがあるという人はおよそ 50％もい

ることが分かっている。治療をしなければ合併症

などの危険があるが、その危機感を上回るほど食

事療法の継続は難しいと考えられる（図４参照）。 

 

図４ 食事療法に対する意識 

 

Ⅱ 問題の背景 

食事療法は、一日に摂取すべきカロリーをもと

に食品交換表（図５）という食品を主な栄養素ご

とに４群６表に分け、80kcal を１単位とし、同じ

表内の食品を単位毎に交換できるようにした表を

用いて、糖尿病患者自らが献立を考えることが一

般的である。

 

図５ 食品交換表 

糖尿病の治療を中断してしまう人は病状を悪化

させ、中断しない人に比べても合併症を引き起こ

しやすくすると言われている。多くの糖尿病患者

が一度治療を中断したのち病状が悪化し、再受診

することが現在問題となっている。それゆえ、食

事療法は中断することなく継続して行うことが大

事なのである。しかし、現状では糖尿病患者の中

で約 10％の人が途中で治療を中断している。 

糖尿病患者の多くが負担に感じるものとして、

仕事との両立がある。およそ 26％の人が時間をと

るのが難しいと答えており、その理由として図６

にあるように、食事療法は気を付けなければいけ

ないことが多く、食事の準備からかなりの時間が

かかってしまうことが挙げられる。このようなこ

とが背景で食事療法の継続は困難なのである。 

 

 

図６ 治療を中断してしまう理由 

 

Ⅲ 提案の概要 

 糖尿病の治療のためにかける多くの労力や時

間が糖尿病患者の治療を中断させる要因となっ

ているという現状を受け、私たちは糖尿病治療の

中でも、管理の難しい食事療法の負担をアプリの

活用によって軽減させられるのではないかとい

う仮説を立てた。 

以下の機能をもつアプリを作ることで、糖尿病

患者の食事療法に対する意識を高めることがで

きるのではないかと考え、詳しい機能と見込まれ

る効果について提案する。 

 

Ⅳ アプリの機能 

１ 自身の身体的な情報の設定 

アプリを使う中で初めに行うのが初期設定であ

る。身長、体重、活動量などが主に入力する内容

である。 
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それらを入力することで、より使用者個人に合

ったデータを出すことができる。身体情報を入力

するとアプリ内で計算が行われ、正確な情報を提

供できると考えられる。この機能により、現在糖

尿病である人だけでなく予防したいと考えている

人もアプリからの正確な情報を基に、日々の食生

活を改善していくことができる。また、病院に通

っており、医師と食事療法について相談している

場合には、その情報を入力することで、病院また

は医師との効率的かつ綿密な連携を図る。  

２ QRコード読み込みによる商品情報の把    

 握 

糖尿病患者は栄養面にも気を遣う必要がある。

食品交換表（図５）を用いて、糖尿病患者は通常、

カロリーだけでなく栄養管理もするが、すべての

食品にカロリーや栄養素の詳細が書かれているわ

けではないため、栄養に関する点で食事管理はま

すます難しいものとなる。その負担を軽減するた

めの本研究で提案するアプリには、食品メーカー

と連携し、商品へ QRコードをつけ、それを読み取

ることで栄養・カロリーなどをアプリが計算する

というシステムを搭載する（注 2）。 

ハーバード大学公衆衛生大学院の研究チーム

が約 10 万人を 26 年間追跡して調査した研究よ

り、夕食を週に５～７回家でとっている人に比

べ、週に２回しか家でとらない人は、２型糖尿

病を発症する危険性が 15ポイント高いことが明

らかになった。また、家で昼食をとっている人

は、そうでない人に比べ、糖尿病を発症するリ

スクが９ポイント低かった。現在は昔に比べフ

ァストフード店やコンビニエンスストアが増え

ている。また、それに比例するように現代人の

忙しさは増し、図６に示されているように仕事

や時間の不足を理由に治療を中断してしまうこ

とは少なくない。このような現状で外食、中食

を制限するというのは糖尿病患者にとって非常

に大きな負担になると考えられる。 

このアプリでは外食先やスーパー、コンビニ

などの商品の QRコードから商品情報を読み取り

詳細がわかるだけでなく、摂りすぎている栄養

素、減らすべき栄養素を適切に含む商品を提案

する機能を設ける。また、一緒に買うとよりバ

ランスのとれた食事になる商品を示す。そして、

患者にとって難しい外食や中食を食べる際の手

助けになり食事療法の負担が減らせると考える。 

３ 歩数計機能による日々の運動量の記録 

糖尿病患者は運動療法も実施する必要がある。

株式会社健康長寿研究所が行う「中之条研究」に

よると、一日 8000歩歩くことが理想とされる。こ

れは病気を予防し、健康を維持する場合の歩数で

ある。また、ダイエットの場合は１日１万歩歩く

ことが推奨されている。自分の現状にあった、歩

くなどの運動は、免疫力の向上や不眠症などさま

ざまな病気の予防に役立つとされ、糖尿病に対し

てだけでなく多くの利点があると考えられる。 

初期設定において、自分の運動量について入力

する機能を設けるが、自己管理では実際と自分が

思っている運動量に差異が生じることがさほど珍

しいことではない。そのため、アプリに運動計測

機能を搭載することで、自分の運動量の機械的な

記録付けを行い、実際の自らの運動量、消費エネ

ルギーを正確に把握することができる。そして、

今まで自分がどのくらい歩いていたのか、また、

これからどれほど歩く必要があるのかを客観的に

見ることができ、糖尿病患者の運動への意識改善

が見込まれると考える。それ以外にも、運動した

際に、どのようなスポーツをどれほどの時間行っ

たかを入力することで、運動量について深くかつ

適切に把握することができる。それにより、各個

人に合った食事管理のデータをアプリが提供する。 

４ 企業との連携によるポイント制 

 バランスの良い食事をとることによって、ポイ

ントを貯めることができる制度を導入する。そし

て一定のポイントが貯まるとクーポンや割引が

されるようになる。そうすることでなかなか続く

ことができない人も、ポイントを貯めようと、栄

養に気をつかった食事を心がけるようになる。 

 

Ⅴ アプリの特徴 

１ アプリのメリット 

(1) 機械的な管理ができる 

食事管理においては、体重や血圧、摂取する／

したカロリー、運動量など様々なデータ、および

数値を取り扱う。人の手で計算を行うにはあまり
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にも複雑であり、蓄積や引き出しも大変面倒であ

る。しかし、そのようなことはすべてこのアプリ

が一手に引き受ける。機械であるため、人為的ミ

スは起こりえない。必要なときに必要な情報を瞬

時に提供することができる。 

(2) 情報が豊富で受け取りやすい 

本アプリは商品情報を、QRコードを通じて読み

取ることはすでに説明したとおりである。それゆ

えに、商品パッケージに載せきれなかった情報も

多く受け取ることができる。また、その商品を購

入、調理した際には先ほど読み取った情報をカロ

リー計算に使用したり、不足栄養を補える食品や

相乗効果が期待できる食品を勧めたりすることに

役立てられる。また、後の項目で詳しく説明する

が、このアプリが食品関連企業と連携した場合、

新商品のお知らせなどもいち早く受け取ることが

できる。 

(3) 個人にあった設定での利用 

本アプリ最大のメリットといえるのが、この個

人にあった設定での利用が可能という点である。

先ほど述べた初期設定を行うことにより、各個人

の健康・身体状況に合った情報、サービスの提供

はもちろん、アレルギーや宗教にも対応すること

が可能である。ゆえに、無駄のない最適な「あな

ただけの」健康管理維持を実現できる。 

２ アプリのデメリット 

(1) 自炊への対応が難しい 

このアプリは商品に関する企業からの情報を提

供することを目的としており、自炊したものを正

確に数値化することは困難である。我々はこの対

策として、他のアプリのように安易に写真で判定

するのではなく、使用者が入力することによって

確実に数値化する。 

(2) 制作費がかかる 

アプリ開発費見積もりシミュレーターを利用し、

簡易的なシミュレーションを行ったところ、500

万円ほどかかることが見込まれる。その他にも企

業との連携などを考えるとさらに費用がかかる。

しかし、最近ではクラウドファンディングなど、

アイディアに賛成する人々から資金を調達するこ

とも可能であり、巨額ではあるが集めることが可

能である。 

Ⅵ 企業連携について 

このアプリが最大限の効果を発揮するためには

食品関連企業との連携が必要不可欠である。日本

の大手食品企業は、既にホームページなどに食品

に関する情報を掲載している。そのような企業と

連携することで、利用者のアプリに対する信頼が

高まり、利用者の増加が見込まれる。アプリの利

用者は様々な企業のもつ膨大な食品の情報をたっ

た一つのアプリで得ることができる。また、各企

業の新商品をトップに掲載することで消費者の購

買意欲が高まり、企業利益も生まれる。海外にお

いては、よりその国の食生活にあった情報の提供

が期待できることから、現地の企業と連携したい。

海外にも健康、安全を考えた食生活を求める人は

数多い。信頼の厚い現地企業と連携することで、

その他の連携企業の信頼も同時に高めることがで

きる。 

 

Ⅶ 結論 

この研究は、世界の糖尿病人口が増加している

という問題に注目して行った。糖尿病は人間の生

命に大きな影響を与える病であるのにも関わらず、

治療を困難に感じる、中断してしまう人が多いと

いう状況に着目した。糖尿病患者にとって極めて

重要な生活習慣の管理、その中でも食事療法の徹

底に重点を置き、研究してきた。そこで、食事療

法による負担を軽減するために、アプリの活用を

考案した。このアプリの実現は、糖尿病患者が、

自身が摂った食事の細かなデータを全て記録する

という、時間と労力のかかる作業を最大限に簡略

化する。そして、患者が食事療法に抱く面倒さ、

ストレスをできる限り払拭し、積極的に食事療法

に取り組み、継続しやすくなる環境をつくること

ができる。そのため、糖尿病を前向きに治療して

いくことに役立てられるのではないかと考えた。 

そして、アジアにおいて、スマートフォンの普

及率が高いことから、アプリの需要が見込まれ、

普及させることができる。アプリは、時間、場所

に限定されず利用可能という利点がある。よって、

食事療法が日常的に行われると、糖尿病に影響が

大きいイン、食文化に沿った管理ができ、糖尿病

患者の増加を抑制する効果があるだろう。 



72 

また、食生活を自身で管理することは、糖尿病

の食事療法だけでなく、肥満症や高血圧症等の他

の生活習慣病の治療、現在は発症していないが将

来的な生活習慣病予防のための食事管理、ダイエ

ットやトレーニングを行う際のマネジメントの活

用と様々な面で活用可能である。まだ検討してい

る段階ではあるが、このアプリを応用することが

それぞれ個人の動機に合った健康管理を支えるこ

とにつながり、幅広い人々の食生活の改善に役立

てられるのではないだろうか。 

このような現代の特色を生かした私たちの提案

が実現されれば、現在は多くの糖尿病患者の負担

となっている食事療法の継続が以前より容易なも

のとなると考える。そのため、食事療法を中断す

ることが減少し、食事療法の徹底につなげられる。 
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教授、張函准教授をはじめとする秋田県立大学の

教職員の皆様、聖霊女子短期大学の長嶋智子教授、
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注 

1) 歯周病とは、歯と歯茎の間に繁殖する細菌に

感染し、歯の周りに炎症が起こる病気。 

2) 食品メーカーとアプリの連携により、既存の

商品に QR コードをつける。それにより、ア

プリの利用者が商品の詳細をすぐに知るこ

とができる。食品メーカーにとっての利点と

しては、アプリ使用者に提供され、購入する

人が増えると考えられることである。また、

一般的に栄養が偏りがちな印象を受けるコ

ンビニ食が健康な食生活のための一部とな

るという点で企業利益も多いと考える。 
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朝食に革命を 

おにぎらずで減らす朝食欠食率 

 

三上陽向，宇佐美陽仁，工藤拓真，佐藤千華，佐藤光里，平塚真央 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 15 

 

厚生労働省の調査によると、日本の朝食欠食率（注 1）は非常に高く、世界の多くの国々でも年々割合が 

高くなっている。それに伴い、糖尿病をはじめとした様々な疾病にかかるリスクも増加している。特に若 

者の朝食欠食率が高いこともあり、私たちは若者が朝食を食べない理由や朝食に必要な栄養素について研 

究し改善策について考察することにした。第一に若者は多忙である。仕事、通学、趣味などに多くの時間 

がかかり、食事を摂る時間を十分に割くことが出来ない。ゆえに朝食を家で摂ることが難しくなる。また、 

食の質が悪いと過食や栄養の偏りが懸念される。私たちは朝食には「簡便性」、「携帯性」、「食事の質」が 

重要であると考えた。そこで、これら３つのポイントを踏まえた朝食として「おにぎらず」を提案する。 

本研究では世界の国々に受容されやすい「おにぎらず」の調理法と将来性について考察したうえで新しい 

朝食のかたちを提唱する。 

 

キーワード 朝食欠食、簡便性、携帯性、食事の質、おにぎらず 

 

 

Ⅰ 問題の所在 

１ なぜ朝食は必要なのか 

(1) 朝食が１日のエネルギーを作る 

私たちが毎日食べている朝食は、１日を健康に

過ごすために必要不可欠である。私たちの脳は、

ブドウ糖をエネルギー源として利用しているが、

夕食時に摂ったエネルギーは睡眠中に消費され、

朝にはエネルギー不足になってしまう。そこで、

私たちは米などの主食を朝食で補給することで、

脳を活性化させ、１日を活動的に過ごすことがで

きるのである。 

記憶力の面から見ても、朝食は重要である。ア

メリカで行われた研究によれば、朝食を食べた人

の方が食べていない人よりも空間記憶・単語想起

ともに成績が圧倒的に良かったというデータが

ある（図１）。そのほかにも、朝食は夜間に低下

した体温を上昇させたり、１日の生活リズムを整

えたり、排便を促進して便秘を防いだりする働き

もある。このように、朝食を摂ることによって得

られるエネルギーは、１日の活動に欠かせない要

素なのである。 

 

 
       

（対象：平均年齢 21.3歳の男女、n=33） 

(David Benton and Pearl Y Parker, Breakfast, blood glucose 

and cognition, American Journal of Clinical Nutrition 1998) 

図１ 朝食摂取の有無と記憶の関係 

 

(2) 朝食と病気の予防 

朝食を摂ることで予防できる病気もある。肥満

は、タンパク質の多い朝食を摂ることで予防でき

る。ミズーリ大学のヘザー・ライディ氏（栄養、

運動生理学）らの研究チームによると、朝食を食

べた人は、欠食した人に比べ、日中の空腹感が軽

減され、満腹感も強く感じる傾向がみられた。ま
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た、高タンパクの朝食を摂った人は、欠食した人

に比べ胃から分泌される食欲抑制ホルモン「ペプ

チド YY」が少なく、腸から分泌される食欲刺激

ホルモン「グレリン」が多くなっていることが分

かった。つまり、タンパク質の多い朝食は、日中

の食欲を抑え、体重減をもたらし、肥満を防止す

るのである。 

 さらに、朝食で高血圧や脳疾患のリスクを抑え

ることができる。国立がん研究センター、がん予

防・検診研究センター、大阪大学の合同研究チー

ムによると、朝食を週に０～２回摂取する群の疾

患発症リスクは、朝食を毎日摂取する群と比較し

て、循環器疾患で 1.14倍、脳卒中全体で 1.18倍、

脳出血で 1.36 倍、それぞれ上昇していることが

分かった（図２）。これらは高血圧が原因となる

もので、朝食欠食をすると朝の血圧が上昇し、空

腹などのストレスによりさらに血圧が上昇する

ことが、脳疾患のリスクを高めると考えられてい

る。また、朝食を摂取することで逆に血圧が抑え

られるともされ、朝食は脳疾患のリスクを抑える

ための重要な役割を担っていることが分かる。他

にも、糖尿病や脂質異常症などのリスクを抑える

ことも知られており、朝食は病気を予防し、リス

クを回避するための１つの重要な手段なのであ

る。 

 

 

 

２ 世界の朝食欠食 

だが、残念なことに、日本をはじめとする先進

各国で、「朝食欠食」をする人々は増加している。 

 日本の平成 29年度の朝食欠食率（図３）は男性

15.0％、女性 10.2％と、あまり高いようには見え

ないが、年代別・男女別で見ると、男女ともに 20

代で最も高く、男性 30.6％、女性 23.6％であり、

次いで 40 代、30 代の順に高くなっている。これ

は、男性は全 20 代人口の約３分の１、女性は４分

の１を占めていることを表し、高い数字であると

いえる。 

朝食欠食率は一概に増加傾向にあるとはいえな

いが、依然として男性や女性の若い世代では朝食

欠食率が高い水準で推移している。 

 

 

アメリカのシカゴにある大手マーケティングリ

サーチ会社 NPD グループの調査によると、18歳～

34 歳のアメリカ人男性の朝食欠食率は 28％と高

い割合だ。さらに全体で見ると米国人口の 10 分の

１が、朝食で１日をスタートしていないとされ、

約 3100万人は朝食を食べていないことになり、非

常に多くの人々が朝食を欠いていることが分かる。 

また、イギリスの最新研究によると、４年前は

わずか５人に１人だったが、現在はイギリス人の

半数にあたる 2500 万人以上の人が朝食を欠食し

ていることが分かった。 

加えて韓国では、「1998～2012 国民健康栄養調

査」を分析したチュ・セヨン檀国大学食品栄養学

科教授のチームによると、成人の 22.3％が朝食を

欠いていることが分かり、1998年の 11.8％に比べ

て大きく上昇し、朝食欠食の問題が深刻化しつつ

ある。 

 では、これらの国々では、なぜこれほど多くの

人が朝食を欠いているのだろうか。 

 

Ⅱ 問題の背景 

 日本では、20 代～40 代の、若い世代から働き

手世代の多くが朝食を欠いているということは、
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図３ H29年度朝食欠食率の内訳 
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前述の通りである。これらの人々が朝食を欠く原

因には、朝に多くの時間を割くことができない、

ということがある。これは、多くの場合、生活や

仕事が多忙であること、スマートフォンやパソコ

ンなどでインターネットや SNS を夜遅くに長時

間使用していることなどにより、就寝が遅れ、結

果的に起床が遅れる、といったことが原因と考え

られる。また、朝食を摂ることが面倒くさい、食

べる気がしないといった人が多いことも原因と

して挙げられる。 

 全体的に見ると、朝食欠食を引き起こす大きな

原因は、「手間・時間がかかる」「余裕がない」場

合が多いようだ。 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 理想の朝食の在り方 

(1) 朝食にふさわしい主食 

私たちが考える理想の朝食のかたちは第一に

米を使うことだ。米には、パワーの源となるでん

ぷんの他、たんぱく質や脂肪、ビタミン B1 やビ

タミン E などの栄養素が多く含まれている。なか

でも、でんぷんは極めて質が高く、力を蓄え、持

続することができる。 

 また、ご飯のほうがパンよりも噛む回数が多い

ため、不必要なエネルギーの取り込みを抑えられ、

肥満対策につながり、唾液の分泌による虫歯予防

にも期待できる。 

(2) 朝食欠食をする人々のために 

 前述したように、朝食を欠く理由として、忙し

さや夜更かしによる起床の遅れやストレスなど

で、朝食に割く時間を作ることができないという

ことがある。これらを改善するには、「朝食作り

にかける時間を短くし、朝に時間を使わないこ

と」、「持ち運びできるようにし、通勤・通学中や

職場・学校などでも食べられるようにすること」

が必要である。朝食には十分な栄養素を満たして

いる必要がある。また、朝食欠食をする理由は年

齢や性別によって異なる。そのため、今回の研究

では最も欠食する割合の高い 20～30 代、健康や

美容に比較的関心のある女性にターゲットを絞

ることにした。そこで、私たちは理想の朝食とし

て「おにぎらず」を提唱する。 

(3)なぜ「おにぎらず」にするのか  

 ご飯を用い、簡便性や携帯性を兼ねたものとい

えば、おにぎりを想像するだろう。しかし、私た

ちは「おにぎらず」を選んだ。「おにぎらず」に

した最大の理由はおにぎりよりも作る時間を短

縮できるからである。おにぎりを作るためにはご

飯をにぎる必要があるが、「おにぎらず」はにぎ

らずに、ご飯と具材を重ねていくだけで作ること

ができる。また、入れる具材のバリエーションも

おにぎりと比べると多くなるので、「おにぎらず」

が適していると考えた。さらに、おにぎらずは見

た目が鮮やかできれいなため、女性からも高い支

持が得られると考えたからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ レシピの考案 

 私たちは、２つのレシピを考案した。 

〈レシピ１〉 

材料…ご飯 

   卵 

チーズ 

   バジル 

   ケチャップ 

 

～作り方～ 

① 溶き卵をレンジで２分 30秒加熱し、スクラン

ブルエッグを作る。その間にラップを敷きご

飯を広げておく。 

② 広げたご飯の上にスクランブルエッグ、ケチ

ャップ、チーズ、バジルを順に乗せ、その上

からさらにご飯を乗せサンドイッチ状にし、

海苔で全体を包む。 
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〈レシピ２〉 

材料…ご飯 

   ゴマ 

   サニーレタス 

   アボカド 

   サーモン 

   マヨネーズ 

～作り方～ 

① ご飯を広げ、サニーレタス、アボカド、サー

モン、マヨネーズ、胡麻を順に乗せ、海苔で

包む。 

 

Ⅳ 調査結果 

考案したレシピ（表１・２）と従来の朝食（表

３・４）とを比較すると、炭水化物や鉄はやや不

足し、タンパク質は約半分しか摂取することがで

きないが、ビタミンやカルシウムは十分な量を摂

取することができる。特に栄養の多さが顕著に表

れているのがレシピ２の成分の中の鉄・カルシウ

ムである。10・20 代の人々の１日の鉄摂取必要

量は、男性では 6.0～8.0mg、女性で 6.75～8.0mg

であるため、レシピ２でおよそ半分の鉄を摂取す

ることが可能である。 

鉄は身体の中に約３gあり、約 65％は血液中の

ヘモグロビンの構成成分となり、酸素運搬という

役割を果たしている。また、鉄分が不足すると鉄

欠乏性貧血となり、身体が重い、息が切れる、顔

色が悪い、疲れやすいと感じるようになる。 

また、10・20 代の人々の１日のカルシウム摂

取必要量は、男性で 600～850mg、女性で 600～

700mg であり、これもレシピ２ではおよそ半分の

カルシウムを摂取することができる。 

カルシウムは骨や歯の主要な構成成分となる

ほか、細胞の分裂・分化、筋肉収縮、神経興奮の

抑制、血液凝固作用の促進などに関与している。

生体内に最も多く存在するミネラルはカルシウ

ムでその 99％はリン酸と結合したリン酸カルシ

ウムとして骨や歯などの硬組織に存在し、残り

１％は血液、筋肉、神経などの軟組織にイオンや

種々の塩として存在している。 

また、表５からもわかるように、レシピ１、レ

シピ２ともに和食の朝食の４分の１、洋食の朝食 

表１ レシピ１の栄養成分 

 

の約半分の時間で作ることができる。従来の朝食

と比べて栄養価は劣るが、これらのおにぎらずの

レシピを活用することによって、朝、時間がなく

朝食を食べることができていない人でも簡単に

効率よく必要な栄養素を摂取することが可能に

なるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ﾀﾝﾊﾟｸ

質（g） 

炭水化

物（g） 

ﾋﾞﾀﾐﾝ   

（㎎） 

鉄 

（㎎） 

ｶﾙｼｳﾑ 

（㎎） 

米 2.50 37.1 0.504 0.100 3.00 

ｺﾞﾏ 6.09 5.55 6.97 2.97 360 

ｻﾆｰﾚﾀｽ 0.108 0.288 1.61 0.162 5.94 

ｱﾎﾞｶﾄﾞ 0.500 1.24 7.27 0.14 1.80 

ﾏﾖﾈｰｽﾞ 0.150 0.45 0.362 0.0300 0.900 

ｻｰﾓﾝ 4.50 0.02 7.09 0.0800 0.200 

合計 13.8 44.6 23.8 3.48 372 

 
ﾀﾝﾊﾟｸ

質（g） 

炭水化

物（g） 

ﾋﾞﾀﾐﾝ   

（㎎） 
鉄（㎎） 

ｶﾙｼｳﾑ

(㎎) 

米 2.50 37.1 0.504 0.100 3.00 

卵 7.38 0.180 1.45 1.08 30.0 

ﾁｰｽﾞ 4.09 0.234 0.129 0.054 113 

ﾊﾞｼﾞﾙ 0.300 0.600 2.66 0.252 36.0 

ｹﾁｬｯ

ﾌﾟ 
0.255 4.11 3.17 0.105 2.55 

海苔 1.24 0.329 37.5 0.342 8.40 

合計 15.8 42.6 45.4 1.93 193 

表２ レシピ２の栄養成分 
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表３ 従来型の朝食（和食）の栄養成分 

 

表４ 従来型の朝食（和食）の栄養成分 

 
ﾀﾝﾊﾟｸ

質(g) 

炭水

化物 

(g) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ 

(mg) 

鉄

(mg) 

ｶﾙｼｳﾑ

(mg) 

ｻﾗﾀﾞ 1.10 4.38 21.8 0.590 16.6 

ﾍﾞｰｺﾝ

ｴｯｸﾞ 
11.8 7.66 16.7 1.28 32.6 

ﾊﾟﾝ 9.11 45.8 2.30 0.590 28.4 

牛乳 6.80 9.89 3.69 0.00 227 

合計 28.8 67.7 44.2 2.46 304 

 

表５ 調理時間の比較 

 

料理名 

 

朝食 

（和） 

朝食 

（洋） 

おにぎら 

ず（ｽｸﾗﾝﾌﾞ 

ﾙｴｯｸﾞ） 

おにぎ 

らず（ｻｰ 

ﾓﾝ） 

作成 

時間 

20分 11分 ５分 ５分 

 

 

Ⅴ 仮説の検証 

１ 結果から分かったこと 

 おにぎらずは、従来型の朝食を調理するよりも

はるかに楽で、洗い物も少なく、忙しい朝でも作

りやすい印象があった。実際に表５からも分かる

ように、一般的な朝食よりも調理時間が非常に短

く、時間のない朝には比較的作りやすい。しかし、

表１・２・３・４から分かるように、やはり栄養

価は時間をかけて作った２つの朝食に比べて劣っ

ているため、日常的に朝食を作って食べている人

に対しては効果的なものではない。 

 

２ おにぎらずを用いたことによる変化 

時間短縮のため、私たちは朝食を「おにぎらず」

にすることで、長時間調理に割く必要がなくなっ

た。また、おにぎりと比較して、中身の具材のサ

イズや種類の選択の幅が広いため、自由に具材を

選択することができ、栄養の点に関しても考えや

すくなった。また、中身の具材の選択の幅が広が

ることで、レシピのバリエーションも多く考えら

れるため、味に飽きるということも少なくなると

思われる。味に飽きなければ食事の楽しみが増え、

欠食をしにくくなると考えられる。しかし、おに

ぎらずだけでは補いきれない栄養素も存在する。

そのため、野菜ジュースなどといった、不足した

ものを補う食品も併せて摂取する方が望ましい。 

 

３ 改善すべき課題 

検証していくと、朝食に「おにぎらず」を用い

ることによるデメリットも同時に生じていた。生

じたデメリットは以下の通りである。 

① 朝食を携帯する場合、昼食を外食などに頼

らない限り、２回分の食事を持ち歩くこと

になってしまい、かさばってしまうこと。 

② 今回のレシピのコストだと経済的にも負担

が大きくなる可能性があり、継続可能かど

うか不安が残るため、現実味に欠けること。 

③ このレシピによって実際に朝食欠食を改善

できたデータがないため、朝食を食べるこ

との魅力を十分に朝食欠食者に伝えられな

いこと。 

 

 
ﾀﾝﾊﾟｸ

質（g） 

炭水

化物

（g） 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

（㎎） 

鉄

(mg) 

ｶﾙｼｳﾑ 

（㎎） 

梅干 

しご 

飯 

3.84 56.8 0.860 0.250 11.0 

豆腐 

とわ 

かめ 

の味 

噌汁 

3.98 6.34 1.98 7.55 66.8 

焼き 

鮭 
18.0 0.080 7.55 0.550 8.00 

ほう 

れん 

草の 

おひ 

たし 

4.20 2.65 27.0 1.57 34.5 

合計 30.0 65.9 37.4 2.67 120 
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Ⅳ まとめ 

 朝食は、１日のエネルギーを作り、様々な疾病

を回避するための重要な手段である。しかし、日

本人だけではなく世界でも多くの人々が朝食を

欠いており、その多くは若者であることが分かっ

た。多忙な生活などにより朝食に多くの時間を割

けないこと、一人暮らしをしていることなどが主

な理由であった。私たちは朝食欠食の問題を解決

すべきであると考え、研究を深めることにした。

私たち自身も朝食の大切さを認識した。特に若者

に欠食の傾向が強いことを再認識した。朝食の重

要性を伝えつつ欠食への解決策を提唱するため

に、おにぎらずに着目した。私たちは、朝食欠食

問題を解決するための要素として、「簡便性」「携

帯性」について着目した。朝食作りにかける時間

を削減し、通勤・通学中や職場などで朝食を摂る

ことができるようにし、朝食を食べることへの障

壁を減らすことが目的である。さらに、朝食が兼

ね備えるべき「栄養素」を満たしているかどうか

という観点を含めた３つの要素を重視した。考案

したおにぎらずのレシピは、日常的に朝食をとっ

ている人にとっては十分とはいえないが、朝食を

欠食している人にとっては簡単にとるべき栄養

素を満たすことができるものである。また、コス

ト面においては、手軽な食品や余りものを使うこ

とでコストを削減することができる。しかし、朝

食と昼食を持参する場合はかさばってしまうこ

となどが問題点として挙げられた。さらに、この

レシピによって全ての朝食欠食の問題が改善で

きるとは言い難い。今後は、これらの課題を解決

し、朝食欠食を改善するための最善な手段として

レシピを提唱できるよう、さらに研究を深めてい

きたい。 
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注 

1) 本研究において、「朝食欠食をすること」とは、

朝食時に「何も食べない」「錠剤・サプリメント

のみ」「菓子や果物のみ」を摂取する場合を指す。 

2) ハザード比 

相対的な危険度を客観的に比較する方法のこと

である。 
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