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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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