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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。 
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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 
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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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