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日本食でアメリカの肥満を解決する 
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現在アメリカの肥満率は日本の約 7 倍であり、肥満が原因になっている生活習慣病による死者が多い。

その問題の背景には、アメリカ人の偏った食生活が密接に関わっていることが分かった。その解決策とし

て、日本食に含まれる発酵食品の健康有用性に注目し、日本食をアメリカの食事に取り入れることで、ア

メリカ人の肥満を改善できるのではないかと考えた。しかし、アメリカでは手間のかかる料理を渋る傾向

にあり、さらに味覚の違いから日本食が本来の形とは異なった形で作られてしまう。そこで、私たちは味

噌ボールを用いた日本食の PR を提案する。手軽に作ることができて味のバリエーションが豊富な味噌ボ

ールならアメリカでもそのままの形で広まり、アメリカ人の肥満問題の改善が見込めると考えている。 
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Ⅰ 問題の所在  

現在アメリカでは肥満が問題視されている。

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の調査による

と、心疾患 31.6％, 悪性新生物(ガン)23.3％， 脳

血管疾患 5.2％， 糖尿病 2.8％と，いわゆるメタボ

リックシンドロームいわれているものが死因の多く

を占めている。(表 1) 

表 1 アメリカにおける主な死因  

（CDC『米国における国民死亡統計(2010)』より） 

 

 

そこで、アメリカの肥満の現状を知るために肥満

率を調べた。OECD（経済協力開発機構）の調査によ

ると、アメリカの肥満率は年々増加している。(図

1)

 

図 1 アメリカにおける死亡統計 

（OECD『米国における肥満比率の上昇(2013)』） 

2010年に注目すると、日本が 3.5％なのに対し、

アメリカは 36.5％と高い数値を示している (図 2) 。

この調査からおよそ 3 人に 1 人が肥満であることが

分かった。 

 

死  因 割  合 

心疾患 31.6％ 

悪性新生物 23.3％ 

慢性下気道疾患 5.6％ 

脳血管疾患 5.2％ 

不慮の事故 4.9％ 

アルツハイマー病 3.4％ 

糖尿病 2.8％ 
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図 2 日本とアメリカの肥満率 

（OECD『米国における肥満比率の上昇(2013)』） 

 

Ⅱ 問題の背景 

肥満の原因には主に、偏った食生活、運動不足、

休養不足などがあげられるが、私たちは「食」に注

目した。 

アメリカの食は多文化で様々あるが、主にサイズ

が大きく、摂取カロリーが多いという特徴がある。

日本とアメリカの一日の平均摂取カロリーを比較す

ると、FAO(国連連合食糧農業機関)の調査から日本は

約 2700kcalであるのに対し、アメリカは約 3700kcal

と、アメリカは日本の約 1000kcal 程多く摂取してい

ることが分かる。1000kcal を運動による消費カロリ

ーに換算するとウォーキング 5時間に相当する。 

 

Ⅲ 仮説 

そこで私たちは日本食に注目し、日本食をアメリ

カの食事の一部として受け入れてもらうことで、肥

満を改善し、肥満が原因の病気で亡くなる人を減ら

すことができるのではないかという仮説を立て、仮

説の検証を行った。 

 

Ⅳ 仮説の証明 

1 論文による証明 

日本酒について研究をしている秋田県立大学の橋

爪教授と伊藤准教授から指導をいただき、日本食と

日本酒の組み合わせによる健康性という方向で文献 

 

 

を調査した結果、2016年に発表された東北大学の都

築准教授の論文に日本食の健康実験という興味深い

記載を見つけた。都築准教授が行った実験は以下の

通りである。 

 

(1) 日本食の健康実験（マウス） 

都築准教授は、1960年,1975 年,1990年,2005年の

各年代における厚生労働省が行った「国民健康・栄

養調査」と、文部科学省が作成した「日本食品標準

成分表」を参考にして、各年代の平均的な食事のメ

ニューを作成した。調理したものを凍結乾燥・粉末

化し、通常の餌と混合したものをマウスに 8か月間

与え、マウスの健康状態を観察し、最も健康効果の

高い日本食がどの年代のものなのかを調査した。各

年代の日本食の特徴は以下の通りである。1960 年型

は米に対しておかずが少なく、米・味噌汁・漬物と

いう組み合わせになっている。1975年型はタンパク

質・脂質源の中心が魚介類であり、海藻などの繊維

が多いものも多く、品数も多くなっている。1990年

型はラーメンや牛丼など単品料理が増え始め、朝ご

はんにパンを食べる割合が多くなっている。2005年

型は 1990 年型とほとんど変わらないが、タンパク

質・脂質源は牛や豚などの動物性のものとなり、米

の摂取量は最も少なくなっている。実験の結果、1975

年型を食べたマウスの内臓脂肪が蓄積しにくくなり、

血中のコレステロール値の低下がみられ、1975 年型

日本食が最も健康有用性を持つと明らかになった。 

 

(2)日本食の健康実験（ヒト） 

先の実験により、マウスでは 1975年型が最も健康

的であると証明したが、人間の場合でも同様に高い

健康有用性を示すのかどうかを調べるために以下の

実験を行った。 

まず、BMI が 24以上 30 未満の 20～70 歳の被験者

60 名を 2005 年型の日本食を食べる 30 名と 1975 年

型の日本食（図 3）を食べる 30名に分け、次に週 3

回 1時間程度の運動と 1日 3食の食事を 28日間行っ

てもらい、体調の変化を観察した。 
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図 3 1975年型の日本食 

（第 68回日本生物工学会大会(2016),日本農芸化学

会創立 100周年に向けたシンポジウム(2016)で発表

された内容より） 

 

実験の結果、1975 年型日本食を食べた 30 名に善

玉コレステロールの増加、体重や腹囲周囲長、悪玉

コレステロールの減少が見られた。また、BMIが 18.5

以上 25未満の人には、ストレスの軽減や運動能力の

向上も見られた。これにより、1975年型日本食は人

間に対しても高い健康有用性を示すことが証明され

た。 

1975年型日本食の健康有用性には、含まれる食べ

物が関係している。含まれる食べ物の特徴として、

果実類・海藻類・魚介類が豊富である、タンパク源

として大豆などの豆類や卵が使われている、多くの

食材を少しずつ入れることで栄養に偏りがないよう

にしている、醤油やみりんなどの発酵調味料を使用

している、出汁を使って塩分を抑えている、などが

挙げられる。また、出汁には主に味噌が使用されて

いた。 

 

2 聞き取り調査及び書籍による証明 

日本食の健康性が上記 2つの実験により証明され

たが、次に私たちは、日本食の健康性において特に

重要なはたらきをしているものの正体を突き止める

ために、秋田県総合食品研究センターで聞き取り調

査を実施し、職員の小笠原さんからお話をいただい

た。 

その結果、発酵食品には、レジスタントスターチ

という食物繊維がコレステロールをからめとり、コ

レステロールの吸収を抑えることで、肥満を防止す

るというはたらきがあるということが分かった。 

また、更に調査を進めた結果、レジスタントスタ

ーチ以外にも健康有用性の期待できるものが発酵食

品には多く含まれていることが判明した。具体的に

は、漬物に含まれる乳酸菌と納豆に含まれる納豆菌

による腸内環境を整え、免疫力を高めるはたらきや、

酢に含まれるビタミン Bの代謝を促進させ、太りに

くい体をつくるはたらき、納豆や豆腐、味噌に含ま

れるイソフラボンの悪玉コレステロールを除去し、

ガンのリスクを下げて生活習慣病を予防するはたら

き、納豆や味噌に含まれる天然アミノ酸の一種であ

る GABA の抗ストレス作用によるストレス解消のは

たらきなどが挙げられる。 

（『すべてがわかる！「発酵食品」事典』より） 

 

3 アメリカでの体験による証明 

発酵食品の健康有用性が明らかになり、次にアメ

リカの現状について調べてみた。 

アメリカに 1 年間留学し、ホームステイを経験し

た班員の佐々木央理の話によると、アメリカのホス

トマザーは、スーパーマーケットで既製品を購入し

たり、ピザの宅配を注文したりしていた。また、ス

ーパーで食材を購入し、その食材を使って料理する

というような光景を目にすることが少なかった。さ

らに、スーパーマーケットでは、寿司が売られてい

たが、そこで見た寿司は私達がいつも目にし、食べ

ている寿司とはまるで違った。そこで売られていた

のは、寿司ではなく、アメリカ人が自分たちの口に

合うように作りかえたまさしく SUSHIだった。その

SUSHI は寿司よりカロリーが高く、甘い味つけがさ

れていた。同時に、アメリカ人は正しい寿司への理

解が乏しく、SUSHI を本当の寿司だと認識している。 

現地では日本食が本来とは異なる形で広まってお

り、十分な健康作用が期待できないということが判

明した。また、アメリカ人は手間をかけて料理をす

ることを渋る傾向があり、簡単に作ることのできる

手軽なものの方が受け入れやすいことやシンプルな

味付けを好んで食べるということが明らかとなった。 
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Ⅵ 仮説の検証 

私たちの「日本食に健康有用性があり、アメリカ

の肥満の改善に効果的なのではないか」という仮説

は都築准教授の論文により、日本食は健康に効果的

であることが分かった。その中でも発酵食品には比

較的多くの健康成分が含まれており、アメリカの肥

満に対して効果的であるといえる。 

また、日本食には肥満の改善作用以外にも多くの

健康作用があるということも秋田県総合食品研究

センターへの聞き取り調査で明らかになった。 

しかし、日本食の持っている健康有用性を十分に

発揮するためには 2つの課題がある。 

1 つめに日本食を海外的な形に変えられたもので

はなく、そのままの形でアメリカの人々に受け入れ

てもらう必要があるということだ。 

海外で長い間ブームとなっている SUSHI を例に挙

げて説明すると、日本で食べられている寿司に比べ

て揚げ物や肉などカロリーの高いものが多く含まれ

ているものが目に付く。このように、もともと健康

作用のある日本食であったとしても、アメリカに広

めた際にアメリカ風の味付けや食材に変えられてし

まえば本来の健康性が十分に発揮されないと考える。 

そのため、アメリカにそのままの形で日本食を取り

入れてもらえるような工夫が必要である。 

2 つめに料理のレシピを簡単にすることだ。アメ

リカの人々は手間がかかる料理を渋る傾向にある。

日本食には手間のかかるものが比較的多く、アメリ

カの人々にそれらの調理程がそのまま伝わるのは難

しい。そのため、日本食が伝わるためにはレシピの

簡略化が必要であると考える。そこで私たちは、こ

れらの問題に対して日本食を伝えていくためのきっ

かけとして味噌ボールをアメリカに発信していくこ

とを提案したい。味噌ボールとは、味噌と出汁、具

材をまとめてボール状にしたもので、この味噌ボー

ルを器に入れてお湯を注ぐだけで簡単に味噌汁を飲

むことが出来るというものである。この味噌ボール

にはかぼちゃ、さくら、ゴマなどたくさんの種類が

あり、（図 4）毎日趣向を変えて好きな種類の味噌汁

を手軽に飲むことができるだろう。 

 

 

 

図 4 味噌ボールの種類（みそまる普及委員会より） 

この味噌ボールをアメリカの人々に広めていくこと

でほかの日本食がアメリカに広がるきっかけになれ

ば、日本食でアメリカの人々の肥満を解決する第一

歩になると考える。 

 

Ⅴ 結論 

本研究は、アメリカの肥満問題を日本食の健康有

用性により改善するという方針のもと進めた。現在

多くのアメリカ人が肥満を原因とする病気によって

亡くなっている。 

肥満の原因は食生活や運動量、休養時間など様々

だが、本研究ではアメリカ人の食生活に注目した。 

私たちは、肥満率がアメリカより低い日本の食文

化すなわち日本食をアメリカ人の食事の一部として

取り入れてもらうことで肥満を改善し、肥満が原因

の病気で亡くなる人を減らすことができるのではな

いかという仮説を立てた。 

論文やフィールドワーク、グローカルミーティン

グ、インターネットの情報、班員の佐々木央理のア

メリカでの体験から、現地では日本食が本来の形と

は異なる形で広まっていることや、日本食の中でも
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1975年型の日本食が健康であること、アメリカ人は

手間のかかる料理を渋る傾向にあり、簡単に作れる

ものでなければ受け入れてもらいにくいことなどが

分かった。 

日本食の中でも特に発酵食品は健康有用性に優れ

ており、食事に取り入れることで、肥満の解決が期

待できる。しかし、十分な健康有用性を発揮するた

めにも、本来の形で受け入れてもらわなければなら

ないことと、アメリカ人の性格に合わせて簡単に作

ることができるようにしなければならないことの 2

つが問題である。そこで私たちはアメリカ人に日本

食を広めるきっかけとして味噌ボールを発信してい

くべきだと考える。味噌ボールはお湯を注ぐだけで

味噌汁を作ることができ、さらに多くの種類がある

ため、食事の一部として取り入れやすいという利点

がある。この味噌ボールをきっかけとして日本食を

本来の形で食べてもらえば、アメリカ人の肥満問題

の改善が期待できると考える。 
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