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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 ２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。社会では、食への

関心を高めるための取り組みが行われているが、いまだ子どもの孤食は増加を続けている。そこで、私た

ちは、「孤食」と「食への関心」の関係性に注目し、本校中等部生と留学生とその知人にアンケートを実

施した。その結果、「孤食」と「食への関心」に関係性は見られなかったが、全体的に、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。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・スーパーの店内放送、出前授

業や、絵本や漫画、ゆるキャラを活用して、親や子ども本人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。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、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。孤食とは

「1 人で食事すること」を指す。その中には、周り

に全く人がおらず 1 人だけで食べている状況や、周

りに人はいるものの 1人で食べている状況など様々

な状態がある。 

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

だといえる。 

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といわれている。そして、

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。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、生活習慣に大きな悪影響を及ぼす。私たちは食

への関心の低下が孤食の重大な問題として捉えた。 

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、家庭内での食事時間

帯が一致しないことだとされている。この現代社会

の変化の流れを変えることは難しく、これからも続

いていくものだと考えられる。 

 

Ⅱ 仮説 

これらのことから私たちは、原因となる社会の流

れを変えることに着目するのではなく、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。つまり、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できるのではない

かと考えた。 
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Ⅲ 調査 

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（大学

の）「児童生徒の食生活実態調査」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。 

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。 

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。本校に来日した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１番多かったアメリカ(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。 

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。 

   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。 

   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) 

 

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を孤食ではないグループを「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

のグループを「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。」の質問に対して、 

Ｑ1 の結果の孤食ではないグループと孤食のグルー

プに分けた。そして、孤食のグループの中で、「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、食に関する知識を得よう
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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。 

 

 

図３「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。」(アメリカ) 

 

 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。これらのことから、日本同様アメリカでも孤食

は問題視されており、１人で食事することがある。

(図３) 

 

 

図４「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。」(アメリカ) 

 

 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」を選択した人は 75.0％だった。(図 

４) 

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、社会的なもので

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、

予想よりも多かった。このことから、孤食とは私た

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。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、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。しかし、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。それにもかかわらず、そもそも孤食と

した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ことが必要であ

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

[値] 
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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

つことに繋がる。 

Ｑ３，Ｑ４、Ｑ５より、アメリカも孤食があるこ

とが分かった。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。 

 

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、ポスタ

ーやスーパーの店内放送での呼びかけをする。ポス

ターや店内放送では、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、1人で食事をしている子ど

もの周りに親がいるときに、コミュニケーションを

とることを実践してもらう。これらを行うことによ

って、親に、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。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を提案する。また、企業や学

生による出前授業や、絵本や漫画、ゆるキャラなど

を利用した子どもに親しみやすい啓発活動で部分孤

食を扱うことで、子ども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。 

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。今後の研究でさらにアメリカの孤食

の実態を調査し、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

を提案したい。 
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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 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 ２年 グループ２ 

 

厚生労働省によると、70 歳以上の５人に１人が新型栄養失調の状態である。その要因は多数挙げられる

が、本研究では高齢者の口腔機能の低下と孤食の問題に着目し、この２つの解決のため、老人食堂の開設

による問題解決を提案する。本研究を大手ファミリーレストラン関係者に届けたい。 

 

キーワード：高齢化、新型栄養失調、老人食堂、ファミリーレストラン 

 

 

Ⅰ 高齢化が進む秋田県 

秋田県では高齢化が急速に進んでいる。高齢化ラ

ンキングでは３年連続全国１位となっている。高齢

化が進むことにより、高齢者を支える側の私たちに

もたくさんの悪影響がある。例えば、高齢者にかか

る年金、医療費、介護保険費、生活保護費が増える

ため、私たちが払う税金も増えてしまう。加えて、

高齢者による不注意の事故が増えることも考えら

れる。他にも、労働力が低下することによる景気の

悪化、介護する家族への負担の増加なども挙げられ

る。 

私たちは、高齢者の方々には身体的にも、精神的

にも健康な状態で長生きしてほしいと考えている。

ところが、長生きを阻む病気が存在する。その名は

『新型栄養失調』である。 

 

 

  図１ 秋田県の高齢者の人数と高齢化率 

Ⅱ 新型栄養失調 

 新型栄養失調とは、カロリーは足りているのに、

栄養のバランスが崩れてしまっている状態のこと

であり、外見からはわかりづらいことが特徴である。 

高齢者は、麺類やお茶漬けなどさっぱりしたもの

だけで食事を済ませたり、歯を失ったことで硬いも

のを避けるようになったりといったことから、栄養

が不足してしまう。また、高齢で単身の場合に調理

をしなくなったり、足腰の不具合など体調が原因で

買い物ができなくなったりした場合も、栄養不足を

招きがちである。 

こういったことから、睡眠をしっかりとっている

のにも関わらず、疲れが取れない、集中力の低下、

風邪をひきやすくなる、めまい、イライラする、な

どの症状がでる。また、新型栄養失調になると、脳

出血、結核、肺炎、認知症などの重い病気にもかか

りやすくなってしまう。また、活動量や筋力の低下

を招き、転びやすくなったり、歩く速度が遅くなっ

たりする。 

厚生労働省によると、現在、70 歳以上の 5人に 1

人が新型栄養失調になっているという。 

 

 

Ⅲ 発病の要因 

(1) 口腔機能の低下 

高齢者の抱える問題に、「口腔機能の低下」が挙

げられる。私たち班員の祖父母の約半数がインプラ

ントまたは入れ歯であった。 

「口腔機能の低下」とは、嚥下機能、咬合力、咀
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嚼機能の低下、口腔内が不潔であることを指す。こ

れらの症状の発生により、飲食可能な食物の種類が

制限され、結果的に栄養バランスの崩壊につながる

とされている。 

そこで、あいば歯科の相場先生から秋田県の高齢

者の口腔機能の現状、及び課題について教えていた

だいた。相場先生は、最近の高齢者は入れ歯による

治療ではなく、インプラント治療を受ける人が増加

しており、口腔機能は以前に比べ良好な傾向にある

ことを教えてくれた。しかし、インプラントには複

数のデメリットがある。手術をしなければならない、

高額な費用がかかる、細菌感染に弱い、手術後に定

期メンテナンスが必要、手術後に痛みが伴う、顔面

麻痺、神経を傷つける、治療期間が長いなどという

ことである。それゆえ、私たちは、インプラントを

使わずに、自分の歯だけで食事ができる状態を保

ってほしい。 

高齢者になっても自分の歯を良い状態に保ち

続けるためには、若いうちから「ライトブラッシ

ング」に関する正しい知識と方法を理解すること

が重要になると課題を指摘してくれた。また、相

場先生が、正しい歯磨きの仕方を理解している人

は少ないとおっしゃっていたので、「ライトブラ

ッシングメゾット」を知識として取得している人

は数多くいないと考えられ、高齢者だけではなく

私たち若者世代から講習等を通じて正しい知識

を身に着ける機会の確保が必要になると思った。 

 

 

 (2) 孤食 

 「孤食」とは、家族不在の食卓においてたった１

人で食事を摂取することである。孤食状態にある人

は、男女ともに近年急増傾向にあり、深刻な問題と

なっている。私たちは孤食がもたらす肥大な悪影響

を理解し、対策すべきなのである。 

 

 

    図２ 全国の男女別の孤食者数 

 

 私たちは「孤食」について秋田県に住む高齢者に

伺いたいと感じ、実際に、６５歳以上の人、３０人

に街頭アンケートをとってみたところ、このような

結果となった。 

   図３ 孤食についてのアンケート 

 

ここで「孤食」の持つ欠点を紹介する。 

まずは、美味しさの減少が挙げられる。続いて、食

事摂取量の減少である。そして、楽しさ、賑やかさ

も減少する。 

また、アメリカの実験で、孤食者は共食者に対し

て約二割程度摂取カロリーが下回っていたことが示

された。高齢者の低栄養は死亡リスクが高くなるた

め、極めて危険であるという報告もされている。 

「健康を保つために肥満を防ぐ」という考えは、世

間一般的に広まっているように思われるが、「健康を

保つために痩せを防ぐ」ことを意識している人は少

ないと考えられ、高齢者にとっては、痩せないよう

に栄養バランスのとれた食事をすることすることは

とても大切なことなのである。 

Q1 食事は普段何人でとっていますか。 

A1 一人(82％）   

  夫婦二人で食べている(13%) 

  家族みんなで食べている(5%) 

Q2 「孤食」であることについてご自身の意見を聞

かせてください、 

A2 寂しい 

  みんなで食べたほうが美味しい 

  簡単なものばかり食べてしまう 

  みんなで食べたいが、そのような環境がない   
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低栄養はエネルギーやたんぱく質が不足している

状態である。エネルギーは体を動かす源、タンパク

質は筋肉や骨、皮膚や毛髪を生成するなどといった、

多くの働きがある。このような体を作る大切な要素

が不足することで、骨や歯、筋肉、血管が脆くなっ

たり、内臓が衰えたり、細菌やウイルスに感染しや

すくなったりなどの症状が起きやすくなるのである。 

低栄養になり筋肉が落ち活動量が減る。活動量が減

ることで食欲がさらに減少するといった悪循環を招

かざるを得ない。その結果、寝たきりになってしま

うケースもよくある。 

 下図は内閣府が行った「食育の現状と意識に関す

る調査」である。 

 

 

 図４ 共食に伴う利点について調査結果  

食事を家族と一緒に食べることは、一人で食べるよ

りどのような良い点があると思うか、3 つまで選ん

でもらったところ、「家族とのコミュニケーションを

図ることができる」が最も多く 81.1％、「楽しく食

べることができる」が 66.2％と特に多くなっていた。

食事をする目的は単に栄養をとることだけではない。

食事はその日の出来事を話し合ったりするコミュニ

ケーションの場としても重要である。 

私たちはこの孤食問題を解決するためには、複数人

で食事を摂る環境が必要だと考えた。 

このほかにも、「消化吸収障害」「老化」「食欲不

振症」など、新型栄養失調の発病の要因はいくつか

あるが、今回の私たちの研究では「口腔機能の低下」

と「孤食」の二つに注目していく。 

 

 

Ⅳ 研究仮説 

 今までの調査で口腔機能を向上・維持させるため

には、正しいやり方で歯磨きをすることが、大事だ

と分かった。また孤食は、精神的に孤独感・うつ病

をもたらすだけではないと分かった。この二つを同

時に解決するための策に、老人食堂というものがあ

る。子ども食堂はよく聞いたことがあるだろう。貧

困の家庭で育つ子供や孤食になりがちな現代の子供

たち向けに、地域社会で安心できる場を準備して、

そこで子供たちに食事を与える活動の事である。老

人食堂はこの子ども食堂の老人版だ。子どもの結婚

や、就職などのより、1 人暮らしになってしまった

高齢者スーパーマーケットが近くになく、自力では

行くことが出来す、栄養バランスの悪い食事になり

がちな高齢者、食材は豊富にあるものの、食べやす

さを優先してしまい、栄養バランスの良い食事がで

きていない高齢者のために老人食堂というものがあ

る。 

 千葉県館山市の西三崎という地区では元釣り宿だ

った店舗を利用し、地域住民が主体となって、老人

食堂を開催した。また、福岡県の博多では、冠婚葬

祭事業を営む株式会社ラックが高齢者向けに「安く

ておいしい食事を食べてほしい」ということをコン

セプトに子供食堂をヒントに発想した『ハイ元気食

堂』という名前で高齢者に優しい食堂をオープンし

た。65 歳以上は 100 円引きになるシステムなどもあ
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り、高齢者も行きやすい空間となっている。この老

人食堂に高齢者を呼び、そこで正しい歯磨きのやり

方も指導したら二つの高齢者問題にうまく対処する

ことが可能だ。つまり、老人食堂こそが私たちの解

決策だと考えた。 

 

 

Ⅴ 研究定説 

近年では、新型栄養失調の現状が周知されていな

い。 

新しく老人食堂を開業するには、開業するための

費用が高くつくため、開業リスクが高い。また、全

国で開業し、普及させるのが非常に難しい。ゆえに、

経済面・労働面など様々な面で不都合が生じるため、 

既存している飲食店で老人食堂のような要素を取

り入れることがよいのではないかと考えた。つまり

私たちは、「大手ファミリーレストランとの連携」

により、現状を打開できるという考えに至った。「大

手ファミリーレストランとの連携」とは、ファミリ

ーレストランで定期的に『高齢者の日』を設けるこ

とである。 

『高齢者の日』とは、平日に普段のメニューとは

異なる、高齢者向けで栄養バランスの良いメニュー

を提供する日である。何故平日に開催するかという

と、私たちがインターネットで多数のファミリーレ

ストランの平均訪問数を調査したところ、休日に比

べ平日の訪問数が明らかに少ないという事実が判

明したからである。それゆえ、ファミリーレストラ

ンでも平日の売上を上昇させることが可能である

のだ。加えて、老人食堂に比べ経営が容易に行える。 

ファミリーレストランで『高齢者の日』を設けた

場合の利点は主に 3点。まず、高齢者の孤食を防ぐ

ことができる点だ。次に、栄養バランスの良い食事

をすることができる点。そして何よりも、高齢者が

気軽に来店できる点である。その他にも多くの利点

があると考えられる。 

そして私たちは、この『高齢者の日』を宣言する

方法として、メディアを活用することが最良の手段

であると考えた。それも SNS ではなく、高齢者にな

じみ深いであろう、新聞、ラジオ、テレビ CM をメ

インとしたアナログなメディアを提案する。 

 

Ⅵ 結論と考察 

本研究は、高齢者の新型栄養失調の解決策につい

て検討したものである。新型栄養失調の主な原因で

ある、孤食問題、口腔問題を、老人食堂と大手ファ

ミリーレストランとの連携によって解決し、高齢者

の健康長寿を目指した。ファミリーレストランで高

齢者の日を開催することは、二つの高齢者問題解決

に繋がると同時に、ファミリーレストラン側にも、

売上が上がるという利点がある。 

この解決策を実行したと仮定し、これからの未来

を覗いてみよう。おそらく、新型栄養失調に侵され、

苦しむ患者は大幅に減少し、孤食に悩まされる高齢

者も笑顔に変わっていることだろう。これを踏まえ

て私たちは大手ファミリーレストランとの連携を

提唱する。 

 

 

Ⅶ おわりに 

約一年半、高齢者の新型栄養失調について、班一

同一心となって調査を進めてきた。高齢者に向けた

最善の解決策を私たちなりに導き出すことができ

た。しかし、新型栄養失調は、高齢者だけの病では

なく、若者や中高年の間でも患っている人が多く存

在する。それゆえ、私たちは本研究内容に満足して

いてはいけない。これからは全世代に向けた解決策

を探し求めていく必要があるのだ。 

 

 

謝辞 

本研究にご協力いただいた秋田県立大学生物資

源科学部・吉澤結子教授、アンケートにご協力して
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注 

1) ライトブラッシング……………………正しい歯磨き 

2) ライトブラッシングメゾット…………正しい歯磨き                    

のやり方 

3) コンバート……………………………………変更 
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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 ２年 グループ３   

 

 

現代の日本人の死因第１位は生活習慣病である。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，晩の三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が，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」「早食い」

などより「偏食」「むら食い」を回答する親が多く

なってきている。 

偏食によって体に必要な栄養素が充分に取れず，

身体のバランス機能が崩れて糖尿病，脂質異常症，

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，食べ物が本来持つ味を感じられなく

なる病気である味覚障害も起こり得る。 

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なため，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，本来食事で足りないエ

ネルギーを補うものである。特に２歳から３歳の子

どもは１回の食事で摂取する量が少なく，三食で摂

取できない不足分を補うためにある。しかし，現状

はおやつを与える時間に気を使っている親は多い

が，栄養価に気を使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行った乳幼児栄養調

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」がある。この調査

によると，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％と約３０％の保護者

が「偏食する」と回答している。［グラフ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。［図１］ 
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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］ 

 

 

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 

 おやつとは，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

査結果の概要に「子どもの間食の状況」がある。こ

の調査の「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] 

 

 

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

摂る回数」‐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１

７．２％，「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] 
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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 

 

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５

２．０％，「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。 

 

以上の三つの段階を，私たちは「３STEP」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」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大死因であるがん，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。 

 

２ 調査 

（１）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］ 

 

表１ 栄養の働き 
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（２）サプリメント 

 水溶性ビタミンであるビタミン 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，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

を摂取するのは，健康を害するリスクが高まる。 

 

（３）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て，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・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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 子供が嫌いな野菜の順位 

 

 

（４）３ＳＴＥＰ 

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 味や匂いを感じられる 

という順序を通して，子供が野菜を食べる機会を

増やす。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

１ 調理実習 

３STEPのもと，実際にレシピを考えて調理実習を

した。 

（１）野菜ジュース 

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にくわえる。 

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，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。ここで生薬とは，

動植鉱物の薬用とする部分をそのまま使う医薬を

指す。 

例）ショウガ…芳香性健胃薬，去痰薬，矯味剤。

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

し方に段階を設けたが，私たちは実際に調理実習で

作り，学校の先生と実食した。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。 

 

３ 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。そのため今後の研究を通し

て，野菜おやつをより多くの家庭に普及し，子供を

もつ親どうしがレシピを共有，発信する方法につい

て研究したい。 

 

謝辞 

本研究でたくさんの方々にご協力いただきました。秋

田県立大学の吉澤結子副学長には研究内容や論文の指導

などをお手伝いいただきました。また，フィールドワー

クでは聖霊短期大学に訪問させていただき，生活文化科 

健康栄養専攻・髙山裕子准教授に野菜嫌いや有効な調理

方法について教えていただきました。紙面ではあります

がこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
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１部 乳幼児の栄養方法や食事に関する状況」 

・桧垣淳子 「幼児期の間食における保護者の意識と現

状」 

・実教出版編集部『生活学 Navi』（2017） 

・全国保育団体連絡会・保育研究所 
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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 ２年 グループ４  

 

 生活習慣病は現在世界的な問題になっている。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。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。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を述べたものである。 

 

キーワード：海藻、生活習慣病 

 

 

Ⅰ 序論 

  生活習慣病は現在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。 

また、私たちの体はカルシウム・マンガン・鉄な

どのミネラルと生理機能を調節する働きのあるビタ

ミンが不足しがちである。その両方が体を機能させ

るために欠かせないものだ。 

 

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。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こと

で、生活習慣病を改善できるのではないかという仮

説を立てた。そして、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はどのような

ものか、などの調査を行った。 

    

国際教養大学（AIU）のアンケートの結果 

 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、AIU 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九割を超えている。

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、

20



 

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 売上高 

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

藻はまだあまり世界に広がっていない。そのため外

国の方々に提供するには和食のシンプルな味付けで

は馴染みにくいと考える。 

そこで私たちは、各地域で親しまれている料理に、

それらの味を変えることなく海藻を取り入れること

を提案する。 

図２ 味について 

 

Ⅲ 調査結果 

⑴ 食物繊維の生理機能 

➀ 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。 

➁ 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、

胆汁酸代謝を介してがんの発症を低下させる。 

⑵ アルギン酸の生理作用 

➀ 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。                

➁ 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。 

 

 

94% 

6% 売上高 

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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(3) 海藻の商品への応用 

 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

場でも活躍が期待されている。 

 

Ⅳ 課題と解決 

 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た。

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 （ Zobellia 

galactanivorans）」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。しかし、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。 

 

 

Ⅴ仮説の検証 

仮説から、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 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。 
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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 

 

～調理法～ 

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。器に

よそい完成。 

  お好みで最後にオリーブオイルをかける。 

 

 

Ⅵ 結論 

私たちは海藻について調査して、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。 

 

 

謝辞 

アンケート調査にご協力頂いた国際教養大学

の皆様、フィールドワークでお世話になった水産

振興センターの皆様、わたしたちのそばでご教授
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著者,『書籍名』, pp.1-10, 出版社 (1999). 

 

 

23



QOLと健康寿命 

～未来の高齢者へ豊かな生活を～ 

 

佐藤 雅純， 高橋 邦男， 渡辺 真輝， 渡邊 夢莉， 田畑 杏 

秋田県立秋田南高等学校 ２年 グループ５ 

 

現在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。秋田県は高齢化が

進んでいる一方で健康寿命は平均よりも短い。厚生労働省が 2018年に発表した都道府県別健康寿命ラ

ンキング(2016)によると、女性は 33 位、男性は 46 位(最下位)という結果だった。健康寿命が平均寿

命と同様に延びず、平均寿命との差が広がってしまうと自らの意思に基づいた生活を送ることが難し

くなり、QOL が損なわれてしまう。本研究では 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 QOL を高めることを最終的な目標とした。そのために「虚弱」の主

な原因である「低栄養」を補う食事として「栄養価・アレンジの容易さ・日本や世界での定着のしや

すさ」を鑑みて、カレーを具体的な解決策の１つとして提案する。また、これから高齢化が本格化す

る世界各国に対してもこの研究を応用し、未来の高齢者の QOLを高めていきたい。 

 

キーワード：QOL、健康寿命、低栄養、高齢者、カレー 

 

Ⅰ 問題の所在 

１ 高齢化 

 1975 年以降、日本では少子高齢化が深刻化

している。特に少子高齢化の進行度が全国第

1 位である秋田の高齢化率（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人が高齢者ということを示している。 

 

図１ 秋田県の高齢化率 

２ ＱＯＬ 

 QOLとは「Quality Of Life」すなわち「生

活の質」を示す用語である。これは、人が自

分の人生に対してどれだけの充実感を感じて

いるかを客観的に判断する際に使用される。

QOL の判断基準には心身の健康、社会活動へ

の参加の頻度、良好な人間関係などが挙げら

れる。本研究グループでは特に身体の健康に

着目し、食事の面から QOL を高い水準に保つ

方法について研究した。 

 

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
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となっている（図 2）。特に男性は最下位とい

う結果であった。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。現在日本政府や地方公共団体が

積極的に健康寿命を延ばすこと（厚生労働省

「健康日本 21」、秋田県「めざせ健康寿命日

本一！」など）に取り組んでいるが、これら

の活動の目的は健康寿命自体を延ばすことで

はなく、寿命と健康寿命の差を縮めることで

ある。 

 

図 2 日本と秋田の健康寿命 

 

要介護状態に陥る主な原因は、「平成 28年

国民生活基礎調査の概要」（[7]）より、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）。

 

図 3 要支援・要介護となった主な原因 

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 [8]。 

 

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。[8]

より、虚弱状態が継続されると、かぜから肺

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）。 

 

図 4 虚弱の位置づけ 

 

 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）。 

  

図 5 虚弱（フレイル）の多面性 

71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75

日本

秋田

72.9

74.8

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000166297_5.pdf

https://memorva.jp/ranking/unfpa/who_whs_healthy_life_expectancy.php
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 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。 

 私達は図 5 のように相互に作用している原

因の中で、身体的要因の「低栄養」に着目し

て研究を進めた。 

 

３ 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。[1][2][3][4]より高齢者の低栄養は、

身体能力、合併症の度合いとその発症率、死

亡率に悪影響を及ぼすとされる。低栄養によ

り、サルコぺニア（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

き起こされる（図 6）。 

 

図 6 低栄養に陥る過程［11］ 

 

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［5］。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[6] 。 

 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、4、50 代における一食分

の推奨摂取量を求めることとした。 

 

４ 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」を訪れた。そこで我々の研究対象で

ある、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。 
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また８月中旬、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。 

 

Ⅲ 研究仮説 

 最終的な目標である「QOL の向上」のため

に、健康寿命を延ばす、虚弱を防ぐ、低栄養

を予防するという 3 つの段階が必要であった。

そこで本研究グループは根本的な原因の一つ

である「低栄養」に研究対象を限定して食の

面での予防法を考えた。事前の文献調査とフ

ィールドワーク調査から、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。 

 

今回は食事の一例として「カレー」を取り上

げ、その応用方法について調査した。 

 

Ⅳ 調査 

 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

は以下の三点である。 

 

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 4、

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（図 7）。 

 

図 7 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。 

エネルギー
〔kcal〕

タンパク質
〔g〕

推奨量 700 18.3

カレー 729 22.5
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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（図 8）。

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 9）。 

 

図 8 オリジナルカレーの栄養素 

 

図 9 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。

その解決策の一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すことができ、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。 

 

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

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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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。

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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若者の健康を間食で改善する 

 

大山楓子， 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 ２年 グループ６ 

 

私たちは若者が正しい健康の知識を持つための身近な方法を検討した。健康への一つのアプローチとして、

間食の活用を提案する。間食とは、三食の間に摂るものであり三食よりも改善しやすいと考えた。ダイエ

ット、温度差、ストレスという健康問題と間食の効果について考察した。また、そうした間食を「適切に」

摂るために、自動販売機の設置を提案する。間食はあくまで健康や健康な食事への一つのアプローチであ

る。今後、間食で得た知識や感覚を普段の食生活の改善、向上へと活かせるよう、研究を深めていく。 

 

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 

日常生活の中で、通信販売や特定保健用食品、ト

レーニングジムの利用、ウォーキングの推奨をする

広告など、「健康」を意識したものをよく見かける。

日本では現在、「健康ブーム」がきていると言えるだ

ろう。しかし、健康に関する実情としては、正しい

知識や情報が伝わっているだろうか。 

本研究では、食に関する生活習慣は特に成長する

過程での習慣や知識から形成されると捉え、その時

期に健康への正しい意識をもつための身近な方法に

ついて探った。その中で「間食」に着目し、秋田駅

でのアンケートの実施、また間食や生活習慣病に関

する文献を参考にして考察し、健康的な食習慣を形

成する手段を検討した。 

 

Ⅱ 本論 

１ 健康について 

 (１)健康を考えたとき、日本人の死因の約５０％

ががん、心疾患、脳血管疾患が占めている。また、

三大疾病は「現代における生活習慣病」と言われて

おり、三大疾病を予防することは生活習慣病を予防

することにつながると言えるだろう。 

 生活習慣病は食習慣や運動習慣、休養（睡眠）、ス

トレス、喫煙、飲酒などの、「日々の生活習慣」が深

く関係している。しかし、これらの要因が直接的に

糖尿病や高血圧などの病気、いわゆる生活習慣病に

つながるわけではなく、複合的に組み合わさって生

活習慣病が発症する。また、生活習慣病は複数の病

気が結びついてしまう心配がある。 

 一般的に健康的な食習慣とは毎日３食、栄養バラ

ンスのとれた食事をとることである。しかし、近年

日本では食の欧米化が進み、ヘルシーな和食から油

や肉が多く使われた欧米的な食生活に変化し、また、

ファストフード、コンビニの弁当やスナック菓子、

スーパーのお惣菜などが普及し、２４時間いつでも

どこでも手軽に食べられる時代になったため、食事

の時間が不規則な食生活を過ごしている。私達はこ

のような食生活を改善しなければならないが、今日

の現代社会においてそれは難しいと考えた。 

(２)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、健康に気

を使っているつもりでも、実際は間違った方法をと

ってしまう人が多い。生活習慣病を予防するために

若い時から健康を意識すべきだが、多忙な日々を過

ごす社会人は時間に追われており、運動やバランス

の取れた食事の用意などに割く時間は少ない。その

ため、健康を意識したいが十分にその機会を得

られていないという状況があるように思われ

る。もちろん私たち学生も例外ではない。朝早

くに登校して勉強し、放課後は部活動に励み、

帰宅後も勉強するため自由に使える時間は少ない。

また、体型を気にして食事を制限する人もいるが、

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。 
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私たち学生は社会人と健康に気を配る時間がない

部分では共通しているが、学生はまだ若く、体も丈

夫であるため健康に悩みを持つ人はほとんどおらず、

健康に気をつかう必要がないので社会人に比べて健

康問題を他人事のように考えている人が多いように

思う。 

そこで私たちは、誰にでも健康を意識してもらえ

るようにするための案として『間食』に着目した。

間食は短時間で手軽に摂ることが出来る分、食事よ

りも簡単に食生活を改善できる。また、間食は世界

でも親しまれているので、世界中で健康の意識を促

すことにつながるのではないか。 

 

２ 間食について 

(1) アンケート 

 実際に調べてみると、オーストラリアやアメリカ

の学校では各自で持参したおやつを食べる時間が設

けられており、韓国では学校側からおやつを提供し

ていることが分かった。このように各国の文化的背

景によって異なっているが、間食は日常生活と密接

に結びついている。そこで、私達は１０～６０代の

方、３０５人を対象に秋田駅で間食の実態に関する

アンケートを実施した。調査の結果、以下の回答を

得た。 

Q１「あなたは間食をとりますか、とりませんか」の

質問に対して、１０～６０代の方の８０％が間食を

とっていることが分かった。このデータから日本で

も親しみを持っていると考えられる。 

 

 

① ８１％ ② １９％ 

図１ １０、２０代の間食の摂取の内訳 

 

 

図２ ３０、４０代の間食の摂取の内訳 

 

図３ ５０、６０代の間食の摂取の内訳 

 

Q２「あなたはどのような種類の間食をとりますか」

の質問に対して、１０～４０代の方の多くはチョコ

類やスナック類を、５０～６０代の方の多くは果物

と間食の種類に違いが見られた。 

 

 

図４ １０、２０代の間食の種類の内訳 
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図５ ３０、４０代の間食の種類の内訳 

 

 

図６ ５０、６０代の間食の種類の内訳 

 

私達はこの結果は若年層と高年層とでの健康の意

識の違いによるものから得られたと考えた。 

以下の回答から年代に関係なく多くの方が間食をと

っているが、若年層ではチョコレート類、スナック

類を多く摂取している傾向が見られ、健康を意識し

て間食を摂取していないことがわかる。反対に年配

の方になると果物を摂取している方が多く、健康を

意識して間食をとっていると考えられる。 

間食には以下のようなメリットとデメリットが存

在する。 

 間食のメリットとしては適度に間食をすることで

心身に好影響を与えることがある。適度な量という

のは人それぞれによって異なるが、一般的に一日合

計２００㎉以内の間食をとることが丁度よいと言わ

れている。適度に間食を取り入れることで太りにく

い身体をつくることができ、食べ過ぎを防ぐと同時

に、夕食を無理なくヘルシーなものにできる。また、

空腹時間が長くなると血糖値は下がり続ける。その

状態で夕食をとると血糖値が急上昇し、体内にも急

激な変化が起きる。間食は血糖値の動きを緩やかに

するため、肥満・生活習慣病の予防につながり、気

分転換にもなる。 

 その一方で、間食をとることのデメリットは適度

な間食の量を自分で毎日調整して食べるのが難しい

ことである。普段の生活において常に２００㎉を意

識して間食を食べることは難しく、実現しづらい。

また、間食をする際には、適度なタイミングでとる

ことが求められるが、その適度なタイミングを自分

で意識して食べることも難しい。実際に、間食を食

後すぐにとると太りやすくなってしまい、逆効果に

なってしまう。このことから間食をする際には適度

な量、時間を守ることが一番大切である。 

（2) 健康問題と間食の効果 

実際に調べていく中で分かった、間食の理想的な

摂り方とその効能について紹介する。私たちは３つ

の健康問題を設定し、間食の効果について考察した。 

① ダイエット 

平成２９年国民・栄養健康調査（厚生労働省） に

よると BMI１８．５未満を「痩せ」として、日本人

２０代女性の２１．７％が「痩せ」に属している。

また、女性の平均ＢＭＩは２０代が最低で２０．７

となっており、同様に理想のＢＭＩも２０代女性が

最低で１９．０となっている。近年のダイエットブ

ームから分かるように、現代人には「痩せ」を善と

し、求める傾向がある。体型を気にするあまり、ダ

イエットにおける栄養素の偏りや不足から目を背け

ている。食事を抜いたり特定の食べ物をとったりす

るなど根拠がなく知識に欠く方法などもある。痩せ

すぎなど栄養不足の問題は、様々な身体の不調の原

因となりうる。ダイエット期間中は間食も控える傾

向にあり、ストレスもたまるために継続も困難であ

ることが多い。そこで、私達は「無理な食事制限は

せず、間食をとる」ことを推奨する。空腹状態が長

く続くことは、反動で間食をとることを誘発してし

まうことがある。そのため、１日適切な２００kcal

以内の摂取を心掛けながら間食を利用することでス

トレスなくダイエットを実践することを提案する。 

ダイエットをする際の１つの注目点が血糖値のコ

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繋がる。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繋がるのだ。間食を挟
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むことで、食事と食事の間に血糖値を下げすぎず、

食事の際の血糖値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。 

また、ダイエットの際の間食の具体的な例として

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。ナッツは低糖質で血糖値の急上昇を起

こさないだけでなく、歯ごたえがあり、ダイエット

に適した間食であるといえる。 

② 温度差による体調不良 

   室内外の温度差や季節の変わり目の気温差には

自律神経のバランスが乱れ、体調不良を引き起こす。

これを防ぐためには、身体に大きな温度差を感じさ

せないことが必要である。  

   そこで、体を温める効果のある間食があり、カロ

リーの低い果物を推奨する。その例として、りんご

やぶどう、桃、みかん、さくらんぼなどが挙げられ

る。これらの果物を季節の旬に合わせて食べるのが

良い。特に夏は、体を冷やす果物が多いなかで、体

を温める効果のある桃を食べる習慣をつけるといい

だろう。 

   また、年間を通して勧めたいのはココアである。

ココアには生姜湯と同等に体を温める効果がある。

多くの若者にとっては生姜湯よりココアのほうが飲

みやすいだろう。また、ココアはポリフェノールや

テオブロミン、食物繊維などといった栄養素に富み、

集中力を高めたり、リラックスを促したりする効果

もある。これはアイスココアでも同じ効果が期待で

きる。カロリーを抑えたい場合はピュアココアの利

用や砂糖の代わりに蜂蜜を使用することも考えられ

る。 

③ ストレス 

 「日本はストレス社会だ」と言われることがある。

少しのストレスであれば、それは集中力ややる気を

高めると言われているが、ストレスが多すぎると、

様々な健康問題を引き起こす。そこで、ストレスを

適度なものに調整する物質として、セロトニンを紹

介する。セロトニンとは、血管の緊張を調整する物

質で、必須アミノ酸のトリプトファンから作られる。

つまり、トリプトファンが含まれる食べ物を摂取す

ることが必要不可欠である。また、生成を活性化さ

せるには、運動や日光浴も挙げられる。 

Ⅲ 結論 

１ 自動販売機の提案 

私たちは研究を通して、「適度な間食」とは 1 日

200kcalを目安にした適度な量と食べる時間を考慮

したものであると考えた。前述した通り、間食は摂

り方に維持気をつければ心身の健康につながる。そ

のため、無闇に制限するよりも、正しい摂り方を身

につけるほうが良いと考える。 

  この健康な間食の習慣を身につける手段として、

私たちは自動販売機の利用を提案する。 

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

を均一にし、分かりやすく表示することだ。これに

よって、利用者のカロリーに対する注意を促すこと

ができる。また、商品のパッケージにカロリーや間

食をとるのにおすすめの時間を載せることで、利用

者が知識を得る機会ができる。 実際の商品として

は、前述したような、果物、ナッツ、ココアなどを

中心とする。間食の自動販売機は多く存在しており、

実際に東京の渋谷ではバナナを売っている自動販

売機もあることから、果物の自動販売機も十分実現

可能である。 

   二つめは自動販売機での ID カードの利用だ。ID

カードの利用によって、購入する商品の傾向や部活

動の情報をおすすめする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。

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。 

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
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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、

健康な間食は健康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

三食を主とする健康的な食習慣の形成へと活かし

ていくことだ。今後は食生活改善の手段としての間

食と、間食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。 
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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 ２年 グループ７ 

 

オーストラリアの周辺海域では現在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。そこで、バラスト水への対策と、ワカメを食用・バイオ

燃料・重金属吸着剤として活用することを考えた。そのうちのバイオ燃料と重金属吸着剤としての活用は、

オーストラリアでの使用に適していることが分かった。 

 

 

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、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船の重心を

安定させるために、タンクに入れられる海水の事で

ある。本来、オーストラリアにワカメは生息してい

ない。日本や韓国など、ワカメが生息する地域から

の船に入った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

繁殖が進んでいる。 

ワカメの分布はニューサウス・ウェールズ州、ビ

クトリア州、タスマニア島周辺など、南東に広がっ

ており、その他沿岸線全域にも繁殖する可能性があ

る。 

 

２ ワカメの生育条件 

本研究のためにフィールドワークとして訪問し

た秋田県水産振興センターでワカメの生育条件に

ついて調査したところ、４つの条件があることが分

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、日光が多く当たること。

３つ目は、周りに多年草が生息していないこと。４

つ目は、栄養豊富であることである。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。ワカメの生育条件とオーストラリアの

海の特徴から、ワカメの繁殖が進んだと考えられる。 

 

図１ オーストリア周辺の海流 

 

Ⅲ 仮説 

私たちは、オーストラリアにおけるワカメの増殖

問題の解決策として、 

１ バラスト水によるワカメ胞子の移動の防止 

２ 繁殖したワカメの活用 

 （１）食用 

 （２）バイオ燃料 

（３）重金属吸着剤 
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を考えた。 

 

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とい

う条約が国際海事機関によって制定されている。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、国を行き来する船舶にバラスト水処

理設備の搭載と水深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。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止まっているはずだと

考えていた。しかしこの条約には日本を含めた６５

か国しか批准しておらず、平成２９年９月８日に発

行したばかりであった。バラスト水を交換する以外

の方法もあるが、費用が多くかかったり、開発中で

あったりする。また、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

ことなどから、胞子混入を完全に防ぐことは難しい。 

 

２ 食用としての活用について 

ワカメを食べる習慣がないオーストラリアの

人々は海藻を消化吸収する細菌を持っておらず、ワ

カメの消化吸収ができないことが分かった。また、

オーストラリアのワカメはヨウ素を多く含むため、

甲状腺がんを引き起こす可能性が高まる。 

 

３ バイオエタノール製造について 

 バイオエタノールといえば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することが一

般的な製造方法である。しかし、ワカメの主成分で

ある多糖類のアルギン酸からバイオエタノールを

生成するのは非効率的であった。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。研究から、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 

 

また、ワカメは陸上植物と比べて二酸化炭素を吸収

する力が１０倍高く、バイオエタノールを製造する

過程で二酸化炭素を発生しないため、環境を破壊す

る危険性がない。 

 

４ 重金属吸着剤について 

（１） 重金属吸着剤の使用 

 重金属の一種であるリンは、海や湖における富栄

養化の原因になる。海藻はリンを含めた重金属を吸

着しやすい性質を持つため、重金属吸着剤として使

用できる。金属は地下水を通して土壌や水を汚染す

る。また、過度な重金属の摂取は中毒症状や健康被

害を引き起こすこともあるため、汚染された土壌や

水の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

けでできる。これは鉛濃度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） 

 

図３ 吸着除去剤の効果の比較 

0

20

40

60

80

100

120

人口水Pb 人口水Zn 

CaCl₂処理前 CaCl₂処理後 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

大豆 パーム油 ワカメ 

37



 

この吸着剤は亜鉛、鉛に対して特に効果的であり、

更に塩化カルシウムで前処理操作を行うことによ

り性能が向上する。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。天然ワカメの刈り取り方

法として、素潜り漁と底引き網漁が挙げられる。し

かし素潜り漁は非効率的であり、底引き網漁は海底

の環境を変え混獲するため、問題となることが多い。

ワカメを食べる文化のある国は日本、韓国、中国な

ど非常に少なく、養殖が主である。そのため、天然

ワカメの効率的な刈り取り方法についてはほとん

ど検討されていない。天然ワカメの刈り取り方法は

今後の課題としたい。 

 

Ⅵ 考察 

１ 重金属吸着剤について 

 私たちは、オーストラリアでは鉱山採掘が盛んで

あることから、ワカメから作る重金属吸着剤を利用

できないかと考えている。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。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

大きな問題だ。 

そこで、このワカメから重金属吸着剤を作り出す

方法が応用できないだろうか。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のものは廃棄するが、元々

は自然由来のものであるワカメは、従来の金属由来

のものと比べ環境にやさしいだろう。 

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、企業との連携を

取り、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。 

その後、労働党政権にかわってからは、２０２０

年までに国内電力の２０％以上を再生可能エネルギ

ーで賄おうとしている。また、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使用のアメ

リカとオーストラリア間の直行便を運航した。ジェ

ット航空機から排出される CO2の排出量は年間、約

８億 t とされるが、石油からのジェット燃料をバイ

オジェット燃料に切り替えると、最大で 7割カット

できることが、米宇宙航空局(NASA)などの研究で判

明した。 

一般的なバイオマス燃料は穀物や間伐材などを材

料としており有限だ。しかしワカメは汚い水でも成

長し、安定して生産が可能である。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として

十分であり、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 終わりに 

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も事実だ。

オーストラリアの人々に、外来種としてのワカメが

環境問題や水不足を解決する可能性を秘めているも

のとして目を向けてもらいたい。 
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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 ２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。 

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住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。 

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。 

 

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。その話を聞い

て、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 

１ 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。 

 

 
（茨城大学学術情報 リポジトリ） 

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機能によって COD 値が

減少していると考えられる。 
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（茨城大学学術情報 リポジトリ） 

図２ 透過率の経時変化 

 

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ていた。 

 

２ 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 水の採取地点 

 

 

（２）実験結果 
どの地点も２番（ヤマトシジミ１個）と３番（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。私たちはそのヤ

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）ヤマトシジミは淡水で生殖不可 
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。セタシジミは主に

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、「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
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侵入及びシジミの稚貝が捕食されることを防ぐこ

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ことに

より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

子とは杉本幹夫さんが考案したもので、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、

湖の富栄養化も併せて防ぐことができる。 

 

 

 

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

と推測する。ヤマトシジミとセタシジミの一般的

な販売価格は以下のようになっている。 

【ヤマトシジミ】 

 中粒   １ｋｇ  １５００円 

 大粒   １ｋｇ  １５００円 

 

【セタシジミ】 

 中粒   １ｋｇ  １２００円 

 大粒   １ｋｇ    １６００円（中村水産） 

 

 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           ６３０５ 

  資材費（ロープ類、補修網等）４７２３４ 

修繕費            １９９７ 

燃油代            １４８８ 

   氷代             １８１４ 

合計             １６３２７ 

 

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を考えると、以下のよう

になる。 

 

【セタシジミ】 

中粒        約１３６０６ｋｇ（１.４ｔ） 

大粒        約１０２０５ｋｇ（１.０ｔ） 

 

【ヤマトシジミ】 

   中粒    約１０８８５ｋｇ（１.１ｔ） 

   大粒    約１０８８５ｋｇ（１.１ｔ） 

 

秋田魁新報によると、昭和６２年にシジミが大量

発生したときは１７５５ｔ～１０７５０ｔものシ

ジミが獲れ、その後は水質の変化により７ｔに減

少したが、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えることも可能だと

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してしまうとい

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。半永久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発化させることで分解す

ることができる。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・増加し、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。 

このシジミをつか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、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 ２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。世界の農地を 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

資源へのアクセスが限られており、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 

 

Ⅱ 調査 

１ 文献調査 

秋田県では、「雪下野菜」が盛んに栽培されている。

「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 

１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二回に分けて行

うことにした。 

（１）雪下野菜について 

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件 

秋田県・山形県の雪下野菜農家５件 

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、二つあった。一

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。二つ

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、少ない人数であるため大

変ということだ。 

 雪下野菜がどのような方法で販売されているか調

査した。 

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

るか調査した。 

結果 

 秋田県では市場に出荷する他に、産地直産、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いた。 

 

Ⅲ 仮説 

 私達は、雪下野菜に注目した SNOW VEGETABLE 

PROJECT を世界の小規模農家に提案することで降雪

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。 

このプロジェクトを進めるにあたって三項目の仮

説をたてた。 

① まず、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赤線で囲っ

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た。

（図４） 

② そして、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、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

ないかと考えた。 

③ さらに、雪下野菜の特徴である甘みを活かし、

雪下野菜としてブランドの付加価値を付けるこ

とのできる糖度の基準を作り、パッケージ表記

などをすることによって他製品との違いを明確

にし、市場でも競争していけるのではないかと

考えた。 
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図３ 世界の積雪量 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 私たちは雪下野菜を海外に広めるために３つの

仮説を立てた。 

（１）①の仮説 

①の仮説では雪下野菜には５０cm 以上の雪が必要

で、雪が積もった土の中は凍らないことから、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、グリーンランドで雪下野菜の栽培

が可能だと考えていた。 

しかし、三人のフィンランドの留学生のインタビ

ューで、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）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。そのため、雪室野菜など屋内ででき

る雪下野菜の栽培方法も視野に入れている。  

（２）②の仮説 

インターネットで雪下農家について調べ、どのよ

うな販売方法を行っているか調査した。秋田県では

市場に出荷する他に、産直、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いた。このことから、

②の都市と地方で販売方法を分けるという方法は海

外でも実現可能である。 

 

（３）③の仮説 

インターネットで、雪下野菜が盛んに行われてい

る上越地域について調べた。 

新潟・JAえちご上越のブランド化による取り組み 

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にあてたり、

雪質で貯蔵したりして付加価値を高め、二割高での

販売を実現した。２０１７年度の販売額は、１３２

０万円と当初の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 1000万円を超えている。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決めることにより、○月

○日以降は雪下野菜として正式に出荷されたものと

位置付けられ、消費者が安心して雪下野菜を買い求

めることが可能になった。 

以上のことから、③のブランド化をするという考

え方は海外でも実現可能である。 

 

図４ あるるん畑での販売の様子 
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図５ 世界の永久凍土の分布地域 

 

Ⅵ 結論 

本研究では、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

が出来ると言う仮説のもとに検証を行った。 

世界の降雪地域では冬の期間は農業の幅が狭まって

しまうため、雪下野菜を新しい冬の農業として提案

することを目指した。 

私たちが仮説で提示した SNOW VEGETABLE PROJECT

では、現地ワークショップ形式で効率的に雪下野菜

農法を広めること、都市近郊と地方で販売方法を分

けインターネット予約を用いること、他製品との違

いを明確にすることで付加価値をつけることを目的

としたブランド化など雪下野菜を有効利用し、収入

の向上につなげるためのプロセスを提案した。 

また、残された課題として、降雪地域の中でも土

が凍ってしまう地域あるため、雪の下を利用するこ

とができないことから人工的に雪下と同じ環境を作

って貯蔵する雪室の方法の提案も検討している。 

世界では現在小規模農家が数多くあり、今回は中

でも降雪市域に属す農家の冬の農業収入に着目した。

今後は上記の課題の解決につとめ、SNOW VEGETABLE 

PROJECT がより実現性の高いものとなるように研究

を深めていきたい。 
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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 

 

斉藤かな， 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 ２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つけ、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。本校保護者へのアンケートを実施した結果、母子健康手帳の活用が妊娠期及び育児期

における食育の有効的な手段の一つといえることが分かった。また、栄養不良の二重負荷を抱える国々に

おいても、この母子健康手帳が徐々に普及しつつあることが分かった。私たちは日本の優れた食育を参考

に、これらの国の文化に適し、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）とユニセフ（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、インドネシア、フィリピンでは、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、過体重の子供

たちがいる一方で、発育障害や消耗症に苦しむ子供

たちもいるという状況だ。(図１) 

 

過体重：身長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 

消耗症：身長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 

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 

図 1 指標の定義 

（WHO Child Growth Standardsによる） 

 

ユニセフ世界子供白書 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。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。

また、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で、

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。 

 

図２ 子供の栄養不良に関する主要指標 

 

 

Ⅱ 問題の背景 

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つ目は栄養化の偏った食文化にある。先ほどあ

げたタイ、インドネシア、フィリピンなどの東南ア 

ジアの国々では１年を通して気温が高く暑いので、
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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。女性労働の参

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。タイ、

フィリピン、インドネシアは日本に比べて母乳育児

の普及率が低い。（図３）特にインドネシアでの普及

率は日本の半分以下と、あまり普及していないこと

が分かる。母乳は乳幼児にとって最適・最高な栄養

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が二重負荷の背景

にあるといえる。 

 

 

図３ 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、国が主体となって妊婦に

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、栄養化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国が担うことで、

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 

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 2500グラム

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

様々な病気になるリスクが高い。 

   

＜DOHaD 説（生活習慣病胎児期発症起源説）＞ 

  乳幼児死亡率が高いということは、妊娠中の母親

の栄養状態が良くないことが大きな原因と考えられ

る。そこで、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

の影響を一生負いつづけ、最終的には心疾患につな

がる可能性が高いといのではないかと考えた。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。 

特に 2,500ｇ未満で生まれた男性たちにリスクは

極端に高いということがわかった。（図４）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見出された。胎児期に十分な

栄養が与えられてないと、遺伝子は栄養をできる限

り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。 
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      図４ 男性標準化死亡率 

 

＜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いわれている。 

 

２．妊婦への食育 

（１）本校保護者へのアンケートと日本の食育 

 では、実際にどういった形での食育が望ましいの 

か。私たちは、世界的にも優れた日本の食育に着目 

した。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、106 名の回答を得た。 

アンケートの結果より、回答者 106 名全員が「母子 

健康手帳」によって多くの必要な知識を妊娠期から 

得て自分自身が健康に気を配っていることが分かっ 

た。各保護者が利用していた項目の分布は次の図５ 

のようであった。 

 

 
    図５ 母子健康手帳における利用の分布 

この母子健康手帳は日本において義務とはされず、 

あくまで推奨ではあるものの、数十年もの間ほぼ全

ての妊婦の食育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。 

 

（２）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 

 実際に国や自治体などの食育の発信者と妊婦とを 

繋ぐものがあるかの現状を調査すると、興味深いも 

のがあった。 

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、現在は全国 33

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

るものがみられる点だ。 

 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、ユニセフがイ

ンドネシアで栄養に関するカウンセリングを行うな

ど、世界の様々な機関や組織の援助が徐々に広がっ

ている。 

 

 

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
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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、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の導

入、世界的な組織や団体の援助による食育の普及も、

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、島国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、国の義務化の下で使うこ

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

いるママ友や育児経験者どうし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効率的に確

実な妊婦への食育が可能となると考える。 

図６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高いといえる。加え

て、スマホ所有率を年齢別に比べると（図７）、私た

ちが対象とする妊婦に近い若い年齢層（１５歳～３

４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読み取れる。 

  

     

 

図６ スマートフォン保有率 

(2016 年・2012 年) 

 

図７ 年齢層別スマートフォン保有率 

（2016年） 

よって、以上の条件のもと、アプリを用いた食育

はこれらの 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
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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、その情報を発信したりもしているとい

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、こうしたアプリを国という大きい規模

で利用することが出来れば、膨大な一人一人のデー

タを管理でき、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 結論と考察 

東南アジアの現在高中所得の国では高脂肪な食習

慣、栄養や出産、育児に関する知識の不足に伴い子

供の両極端な栄養不良が問題となっている。資金面

での援助は高校生の私たちからすると厳しい面があ

るが、食育を通し知識を与えることができればこれ

らの問題点が改善できると考える。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

行うことで子供の体質と食習慣の改善を目指す。現

代技術やそれぞれの国や地域の状況に合わせて、ア

プリを用い効率的に栄養や健康の管理を行うことが

可能であるとも考えられる。また、タイやインドネ

シアよりも所得の低いアジアの国々でも携帯電話の

所有率は増加傾向にある。よってアプリを使った食

育はそれらの国々でも期待できると言える。このよ

うな取り組みによって子供の両極端な栄養不良の改

善ができるので、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 ２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(隠れたうえ)にかか

る者あるいはその予備軍といえる人がみられる。Hidden hunger(隠れたうえ)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。

その結果、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最低限の栄養分を

補えることが分かった。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  

問題の所在と背景 

 栄養不足とはどのようなものか。 

おそらく多くの人が考える栄養不足とは「食べ物が

足りず、栄養が摂れない状態」というものだろう。

しかし、それだけでなく、栄養不足は二種類あり、

もう一つの種類は「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」ということである。私たちの研

究では「先進国の栄養不足」について調べた。 

 「先進国の栄養不足」とは、“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”にあることでる。 

 なぜ、食料があるのに栄養不足になるのだろうか。 

 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ ファストフードとの関わり 

(1) 栄養不足になる理由 

食糧があるのに栄養不足になる理由には以下の

ような背景があると考える。 

近代化に伴い、需要が増加しているファストフード

の普及である。 

２０１８年のＦＡＯの記事（The State of Food 

Security and Nutrition in the World）によると、

私たちは、私たちの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

にあることが分かった。 

ゆえに、簡単に空腹を満たす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

ってしまうのだ。 

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(隠れた飢

え) は骨折しやすくなったり、心臓病や脳卒中にな

りやすくなったり、病気に対する免疫が著しく減少

するという症状を引き起こすと指摘されている。 

２ SNAP制度による健康への影響 

 アメリカには SNAP（補充的栄養支援プログラ

ム）という制度がある。SNAP制度は利用者に food 

stamps(フードスタンプ)という無料の食料クー

ポンを支給する制度である。利用者は food 

53



 

stamps を利用して食料を得ることができる。し

かし、SNAP 制度には問題点がある。それは、こ

の制度の目的が利用者が餓死しないための最低

限の食料補助であるため、空腹を満たすことがで

き、安く手に入るファストフードが主に支給され

ていることだ。 

 

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 25 年

産水陸稲の収穫量」によると、秋田県の米の生産量

が全国第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 

図１ 精米前の米の構造(お米マイスター 全国ネットワークより) 

 

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) 

 

 

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。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

の収率は約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

ぬかが副生している。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である。米ぬかは

米全体の９０％以上の栄養を含んでおり、主な栄養

素は hidden hunger で欠いているビタミン、ミネラ

ル、食物繊維が多くを占めている。また米ぬかには、

植物ステロール、γ-オリザノール、フィチン酸、

イノシトール、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２ 米ぬかを 100グラム加えた場合の栄養素量の変化 

 

横線は日本人が摂取するべき 1 日の栄養摂取目

標量の最低ラインである。図３より私たちは必要最

低限の栄養素を摂取できていない。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。 

 

Ⅳ アンケートの調査結果 

私たちは秋田南高校 2年生 200名に米ぬかについて

どのように思っているかを調査するためにアンケ

ート調査を実施した。 

 

１ 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。 
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２ 調査結果(アンケート結果) 

 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。 

 

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、私たちは、このよう

な結果になった理由は、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からだと考えた。現在米ぬか

の３７.５％が米油の製造に利用されている。その

他に、きのこ栽培用に９.５％、配合飼料に７％が

利用されている。残りの４６％は一部が漬物の糠床

などとして農家で自家消費されていると思われる

が、その詳細は不明である。これらの理由から、米

ぬかの食品としての認知度が低く、栄養が豊富に出

回っているにも関わらず人々に食べられていない

のだと考えた。 

 

３ フィールドワーク 

平成３０年８月１０日に大潟村の「産直センター

方の店」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。 

 

 

４ フィールドワークを経て 

フィールドワークで学んだことを踏まえて、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 火を止めて、ふたをしたまま 2分ほど置く。 

 

「米ぬかハンバーグのソースの作り方」 

材料  

・トマトケチャップ 大さじ４ 
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・ウスターソース  大さじ２ 

・こしょう、塩    少々 

 

作り方 

ト マ ト ケ チ ャ ッ プ と ウ ス タ ー ソ ー ス を 混    

ぜ合わせる。 

 

 

図４ 一般的なハンバーグと米ぬかハンバー

グの栄養成分比較 

 

図４は、一般的なハンバーグ１個(８０グラ

ム)と米ぬかハンバーグを１個(８０グラム)摂

取した場合の栄養成分を比較したグラフであ

る。 

左の棒グラフは一般的なハンバーグの栄養

成分の量を表しており、右の棒グラフは米ぬか

ハンバーグの栄養成分の量を表している。 

これらから、米ぬかをハンバーグに加えること

で、栄養価が高まることが分かる。 

 

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

にハンバーグのパテとして活用することを提案す

る。 

 
  図５ 世界のマクドナルドの分布図 

ハンバーガーは北米、西欧、日本、オセアニアな

どの先進国を中心に１０１か国で食べられている。

そこで、私たちの作った米ぬかハンバーグを、ハン

バーガーのパテにし、『米ぬかハンバーガー』とし

て販売することを提案する。 

私たちは、このハンバーガーを【N バーガー】と名

付けた。 

「N」には４つの意味がある。 

① Nutrition （栄養） 

② Nippon 

③ Nanko (秋田南高校) 

④ Nuka (ぬか、米ぬか) である。 

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て

いきたい。例えば、Ｎクッキー、Ｎコロッケ、Ｎシ

ェイクなどであるを作ることが可能である。 

米ぬかを加えるだけで従来の食べ物を栄養豊富な

「Ｎ〇〇」として新たに生まれ変わらせることがで

きるのである。 

 私たちはゼロから全く新しい健康食品を創造し

なくても、米ぬかを加えることによって既存の食べ

物を「Ｎ〇〇」として栄養豊富なものに生まれ変わ

らせることができるのである。 

 

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、

新しいことを始めるのは簡単なことではない。そこ

で、普段の食事を変えるのではなく、米ぬかを加え

るという簡単なプロセスを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

康的なものにかわるのである。 

私たちは、食べ物を、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 

 

渋谷 龍和， 鈴木 あこ， 浜田 美月， 菊地 唯央 

秋田県立秋田南高等学校 ２年 １２班 

 

 

日本ではかねてより、僅少な食料自給率が壮大な食糧問題のひとつであるとして、その解決が試みられてい

る。食料自給率を上げないことには、為替の変動で輸入が困難になった、国内外に災害で不作が生じた、など

の場合、日本は危機的な食糧難に陥るのである。その解決の一端として、我々は自給率が特に低い“飼料用米”

に着目した。日本は稲作を行うのに最適な気候を有しており、稲作を行うのに最適な土地も有している。そし

て飼料用米には、牛や豚を育てるうえで多くの利点が存在するのである。国内で生産が可能であれば、国家間

の流通状況に左右されず、災害による不作は〝とある循環型備蓄法〟を用いれば補完できる。『国産はいいぞ！』

のテーマのもと、我々が検討したひとつの農業形態を、ここに提案する。 

 

 

Ⅰ 問題の所在と背景 

現在、日本の食料自給率は農林水産省の統計で３

８％と、先進国であるアメリカ合衆国の１３０％

や、フランスの１２７％に比べると、決して高い

数値とはいえず、このことは度々問題視される。

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

自給率は平成 28年度時点で牧草等の国産粗飼料が

78％と高い数値だが、穀類等の国産濃厚飼料では

14％と低い数値となっている。平成 37 年度に向け

た農林水産省の目標も粗飼料が 100％完全自給を

目指しているが濃厚飼料は 20％と低い目標になっ

ている。食用の牛だけを見ても飼料全体の濃 

厚飼料が占める割合が大きいため、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

る問題なのだ。では、食料自給率が低い、つまり

食料の多くを輸入に頼ることのデメリットとは何

だろうか。1 つは、輸出国側に自然災害などの問題

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くなってしまう。２つ

目に挙げられるのは、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して

しまう。また、輸入をするにはその輸送費もかさ

み、更に輸送で発生した温室効果ガスなどによる

環境問題も指摘することができる。しかし、飼料

の自給率が低い背景には、米国等の大規模農園で

の大量生産ができる輸出国と比べて日本は面積が

小さく、大量生産は難しいため、国産飼料の多く

は米であり飼料用米を含めた新規需要米の作付面

積が増えてきている｛H20 食用米１６０万 ha 新規

需要米４万 ha H26食用米１４７万 ha新規需要米

１６．５万 ha（農林水産省）｝とはいえ飼料全体を

まかなうにはまだ遠く及ばないのが現状 

 

Ⅱ 調査結果 

 飼料用米は食料用米よりも安いということが分

かった。 

｛※飼料用米→約 30,000 円/1t 

 食用米→約 270,000円/1t (農林水産省)｝ 
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そこで政府は政策として飼料用米を作っている農

家に交付金を与えるなど(図②)、金銭面で農家を

サポートしている。それにより国内でも飼料用米

は徐々に普及してきており、生産量も増えてきて

いる。（図１）しかし、この政策はいつまで続ける

のか、明確に示されておらず、もし交付金の制度

が終わってしまえば農家たちにとって大きなダメ

ージになるだろう。このような状況で思い切って飼

料用米に転換することのできない農家もいるので

ある。 

 

図１ 飼料用米の生産動向 

 

私たちは耕畜連携という農業形態があることを

知った。これは稲作農家が近隣の畜産農家へ安定

して飼料を提供し、畜産農家は家畜のフンなどを

肥料として稲作農家に提供し、さらに安定した価

格かつ品質で商品を消費者に提供するというシス

テムである。これは三者にとってメリットがある。

まず、稲作農家としては飼料用米を作る場合、価

格が食料用米に劣る分、どうしても量で補わなく

てはならない、しかし量があっても需要がない場

合作った分が無駄になってしまい、逆に損を被る

ことになってしまう。このシステムでは需要が定

まっているため、求められている量の飼料を作り

無駄を生み出すことのないように生産量を調整す

ることができる。さらに同時に肥料なども手に入

るため、コストを抑えることもできるのである。

畜産農家としては良い質の飼料用米を安定した価

格で購入することができるのが最大の利点である。

このシステムでは、仲介や輸送にコストが多くか

からないため、価格を抑えることができるのであ

る。さらに商品に国産という付加価値をつけ、販

売数の増加にも期待できるのである。双方の農家

にとって互いの意見や要望を実現させることも可

能になるのである。 

 

表１ (交付単価；農林水産省ホームページ) 

対象作物 交付金 

麦、大豆、飼料作物 35,000 円/10a 

WCS用米 80,000 円/10a 

加工用米 20,000/10a 

飼料用米、米粉用米 収量に応じ 

55,000～105,000円/10a 

 

Ⅲ 仮説 

Ⅱで述べた耕畜連携を行う場合、農家が意見を

交換したり互いの状況を把握したりすることが必

要である。地域を挙げて農業を良くしていこうと

いう態勢をとっている地域ならばそれは可能だが、

そうでないところは連携が難しく、輸送コストが

過剰にかかるのではないかと考えた。そこで、耕

畜連携をさらに円滑にするような仲介媒体があれ

ばよいのではないか、という仮説を立てた。 

加えて、飼料自給率が低い水準であることの問

題点も視野に入れた。飼料自給率を上げる目的は、

外国からの輸入が途絶えたときに供給が不可能と

なるのを防ぐことである。国内で大きな災害が起

きたとき、交通機関や流通は完全に機能しなくな

る。2018年の西日本豪雨、2011年の東日本大震災

に代表されるように、日本では世界的に見ても大

規模な自然災害が発生している。それらが引き起

こす経済損失や、国民の生活再建が遅れるリスク

への対応が大きな課題になっているといえる。故

に、農作物や畜産物の流通が停止するリスクにつ

いても、同様に検討する必要があると考えた。 
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以上の点を踏まえて、稲作農家と畜産農家が円

滑に連携でき、かつ、災害発生時に農作物の供給

を止めないような仲介媒体の提案を目指した。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

私たちは耕畜連携のシステムを補強するために

ローリングストック法の考えを応用すればよいの

ではないかと考えた。ローリングストック法とは、

一般家庭に向けて推奨されている災害対策方法の

一つである。家庭に必要な量の非常食や水などを

備蓄しておき、日常的に食べたり飲んだりして、

不足した分を買い足すという方法である。①備蓄→

②消費→③補充を繰り返すこの方法は、気が付いた

ら非常食の消費期限が過ぎていて大量に廃棄する

のを防ぐことができる。常に新鮮な食料を備蓄し

ながらも、食品廃棄を減らすことができるという

点で非常に画期的である。この方法を、稲作農家

と畜産農家を結ぶ仲介媒体の在り方として応用で

きないかと考えた。 

 

～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倉庫などに、稲作

農家が米を提供する 

② 消費：近隣の畜産農家が、倉庫にある米を飼料

として使用する 

③ 補充：畜産農家が飼料として消費した分の米を、

稲作農家が再び提供する 

 

 この三段階を踏まえることで、飼料の消費状況

等について稲作農家と畜産農家がコミュニケーシ

ョンを図る機会が生まれ、連携を円滑にすること

ができる。 

また、自然災害が発生し、近隣住民が 

このシステムでは耕畜連携の利点を残しながら

も災害時に弱いという弱点も克服できるのではな

いだろうか。 

 

Ⅴ 結論と考察 

以上の仮説及び調査結果より、私たちの提案内

容を以下に示す。 

１． 耕畜連携による地域に根ざした農業形態の創

造 

２． ローリングストックを利用した耕畜農家間の

仲介的機能の補填と、災害への対策 

３． 国産飼料を使用した商品における高級路線で

の販路の構築による消費者理解の向上 

 

次に、研究を振り返り考察を以下に記す。 

まず、設定テーマの規模が大きく、仮説を立て

ても検証が上手くいかなかったことが一番の反省

点といえる。ローリングストックを応用した耕畜

連携農業が本当に円滑に遂行されるのかという点

においては、数年に及ぶ実証実験やシミュレーシ

ョン等を行わない限り不明確であるというのが率

直なところである。その検証ができれば、また新

たな課題が生まれて検証を重ね、より現実的な研

究成果となったのではないかと考える。 

しかし、ローリングストックという一般家庭に

対して推奨されている様式を農業形態に応用させ

るというアイデアは、校内発表会の際に秋田県立

大学の原准教授にも高い評価をいただいた。さら

に追究すべきことを挙げるならば、米を貯蔵する

倉庫の管理体制をどのようにするのか、それを無

人で行うとすればどのようなシステムが効果的か、

地域による気候の違いにどのように対応できるか

などである。さらに、このシステムが農業を支え

る媒体として機能すれば、漁業などのほかの産業

にも活用したり、海外が災害に見舞われた際に食

料援助ができるような体制をつくったりすること

ができるようになるのではないだろうかと考える。 

 

謝辞 
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農業の経済的・文化的・政治的な実態や問題、海
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していただきました。成果発表のための筋道や注

意点、要点なども親身にご指導賜りました。フィ
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ました。 
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借りて感謝申し上げます。 
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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 ２年１３班 

 

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はずだ。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

も特に米を利用した米ゲルに着目し、ヨーロッパの食にかかわ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、メッ

リトが多いことが分かった。そこで私たちは、研究の成果を発揮する場として東京オリンピックに着目し、

そこで日本に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食品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。 

 

 

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。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事がよみとれる。 

 

 

 

  

図２、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。 
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Ⅱ 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。 

その理由として宗教の問題がある。 

 

 

図３のように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 1 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・米ゲルの調査 

米といえば米粉ということで、私たちは始めに米

粉に着目した。しかし、米粉を調べていくうちに

米粉はメリットだけではなく、デメリットも多く

あることが分かった。 

                                       

Ⅴ 米ゲルのデメリット 

①小麦粉に比べ、値段が高い 

1kgの薄力粉が 200 円前後なのに対し、米粉は 1kg

あたり 500～1000 円くらいかかる。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販売されている場所が限られている 

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水分の微調整が必要 

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、

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。  

 

Ⅵ 米ゲルの発見 

このような米粉の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。 
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Ⅶ 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。 

一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

いとも言えるだろう。 

二つ目は、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

ということだ。  

 

上のグラフより、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三日後

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。この二つを調

理した一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)の冷

凍庫から取り出した直後(写真４)、30 分後(写真５，

６)、一時間後(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わりあいが 100％

なのに対し、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。米ゲルを作るために

必要なのは予め作りたい米ゲルの硬度になるよう

に水分量を調整して炊いたお米とミキサーである。

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、設備費が少なくて済む上に米に付加価

値をつけることができる。 

４つ目のメリットとしては米を炊くときに加え
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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。  

 

 

保湿性付与、高弾性状の米ゲルはゼラチンの代

替、例えば緩めのゼリー状の米ゲルは添加剤や増

粘剤として使うことができるなど、一つの食品が

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。 

 

Ⅷ 仮説の検証 

これらのことから、日本で主食とされている米、

中でも更に使いやすく加工した米ゲルをグルテン

フリー食品として加工することは非常にメリット

が高いことが分かった。 

私たちの着目したヨーロッパの小麦アレルギー等

により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だろうか。 

 

 

Ⅸ 考察・提案 

私たちは研究の成果を発揮する場として 2020 年

の東京オリンピックに着目した。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想され

る。勿論、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ための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うことがで

きれば、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。

また、私たちの暮らす秋田はコメの生産が盛んな

地域であるので米ゲルを生産するのに優れた土地

であることから、私たちは秋田の取り組みとして、

2020 年の東京オリンピックに来たヨーロッパの

人々をターゲットとした米ゲルを利用したグルテ

ンフリー食品を広めることを提案する。 
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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 ２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 3,600 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 5,500 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 2,500万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 2,900

万人にもなると言われているのだ。そこで、私たちは糖尿病患者に求められる食事療法に着目

した。調査を通して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。私たちが本研究で提案するア

プリは、糖尿病の予防・改善に役立つと考えている。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 

 

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 316万 6,000 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るため、実際はもっ

と多くの人が糖尿病である可能性がある。 

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 3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２） 

  

図１ 世界の糖尿病人口 

 

図２ 糖尿病の合併症進行の様子 

 

66



 

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、主に

食事療法・運動療法が必要となる。 

 表１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１ 食事療法の実践状況 

 
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５参照） 

 

図３ 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４）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４ 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しまっている。 

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、その理由として表１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
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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５ 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。アプリの具体的な活用の方法として、以下の

4 つを挙げる。 

①自身の身体的な情報の設定 

②QRコードの読み込みによる商品情報の把握 

③歩数計機能による日々の運動量の記録 

④タイムライン機能の活用 

これら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 提案と考察 

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。 

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。 

１日のエネルギー量の目安は、 

(1) 標準体重(kg)× (2)身体活動(kcal) 

で求めることができる。 

(1)・(2)は以下のようである。 

(1) 身長(m)×身長(m)×22 

(2) ・軽労作（デスクワークが多い職業など） 

25～30kcal×標準体重 

・普通の労作（立ち仕事が多い職業など） 

30～35kcal×標準体重 

・重い労作（力仕事が多い職業など） 

35～kcal×標準体重  

身体情報を入力するとアプリ内でこれらの計算が行

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コードの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４）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 1） 

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%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%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３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(注 2)

を制限するというのは糖尿病患者にとって非常に
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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ことで、

糖尿病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 8,000 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ており、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 タイムライン機能の活用 

タイムラインのように自己の努力を他人と共有で

きる場を設ける。例として、1 日の歩数や食生活を

ほかの人の投稿を見て自分と比較する。私たちはこ

こに「ピア効果」(注３)が生じると考えた。能力や

意識の高い仲間が同じ環境に集まり、お互いに切磋

琢磨し合うことで、集団のレベルアップとともに

個々の成長に相乗効果をもたらす効果がある。しか

し、他人と比べるのではなく個々で取り組む意欲の

ある人のために、この機能に関しては使用のオン・

オフを自らの意志で決めることがきるものとする。

この機能を使うことで互いの努力が見え、アプリの

使用者の意欲向上に役立てられるのではないかと考

える。 

 

Ⅴ 結論 

この研究は、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、治療を中断してし

まう患者がいたり、難しいと感じる患者が多くいた

りする状況に着目し、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を徹底す

るためのアプリの考案を行ってきた。このアプリの

実現は、現在の１つ１つ細かなデータを記録すると

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、健康な人の食生活に近づけるこ

とができるため、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、糖尿病の治療に役立てられるのではないかと私

たちは考えた。 

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様々な面で活用可能である。例

えば、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いったものだ。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。 

そして、糖尿病をはじめとする生活習慣病の問題

は日本に限ったものではなく世界共通で深刻な問題

である。アプリは世界中のネットワークでつながっ

ているため、時間、場所に限定されず、だれもが利

用可能という利点がある。さらに、アウンコンサル

ティングの調査によると、アプリを使用するのに必

要なスマートフォンについて世界各国で普及率が増

加傾向にあることが分かった。特に、現在糖尿病患

者の多い先進国の普及率はほとんどの国で７割を超

えており、アプリの需要も見込まれる。 
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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、食事療法を中断したいと考

えることが減少し、糖尿病療法の徹底につなげられ

ると考察した。 
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注 

1) 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。 

2) 総菜やコンビニ弁当などの調理済み食品を自宅で食

べること。飲食店で料理を食べる「外食」、家庭料理

を自宅で作り、食べる「内食」の中間に位置づけら

れることから、このように呼ばれる。 

3) 仲間や同僚などがお互いの行動、生産性に影響を与

え合うこと。 
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http://dmic.ncgm.go.jp 

生活習慣病予防協会 

http://www.seikatsusyukanbyo.com 

糖尿病教育入院・体験記 

https://dm.medimag.jp 

「糖尿病アトラス 第８版 2017」（国際糖尿病連合、

2017） 
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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 ２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。そこで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を

占められ、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。また、高タンパク
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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ており、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、年齢階級別で見ると、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代から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、

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、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
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図 2 朝食の摂取回数と脳卒中リスク 

ハ
ザ
ー
ド
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注
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図 3 H29年度朝食欠食率の内訳 
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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

ったことが多くの場合、原因である。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。 

 また、韓国では、独身の一人暮らし人口が増加し

ていることが原因で、朝食欠食や外食を多くするよ

うになったということが分かった。 

 さらに、イギリスでは、仕事へのストレスやプレ

ッシャー、疲労の影響で朝食を欠く人が増えている

ことも分かった。 

 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。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１

番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。さら

に、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

〈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 
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～作り方～ 

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 

表３からおにぎり（米，海苔を含む）とレシピ 1・

2 を比較した際、殆どの成分小計において、レシピ

1・２がおにぎりの数値を上回っている。特に顕著に

表れたのがおにぎりと比較した時のレシピ 2の成分、

鉄・カルシウムである。 

 レシピ 2における鉄の含有量は、おにぎりと比較 

すると約 7.9倍、カルシウムに関しては約 32.6倍 

である。 

 10・20代の人々の１日の鉄摂取必要量は、男性で

6.0～8.0 ㎎，女性で 6.75～8.0 ㎎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。 

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 600～850㎎、女性で 600～700㎎で

あり、これもレシピ 2でおよそ半分のカルシウムを

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

血になり、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もなる。  

 カルシウムは骨や歯の主要な構成成分になるほか、

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。 

 

 

 

 

 タ ン

パ ク

質 

   

（g） 

炭 水

化物 

   

（g） 

ビタミ

ン 

   

（㎎） 

鉄（㎎） カルシ

ウム 

   

（㎎） 

米 2.5 37.1 0.504 0.1 3 

卵 7.38 0.18 1.451 1.08 30 

チーズ 4.08

6 

0.234 0.129 0.054 113.4 

バジル 0.3 0.6 2.661 0.252 36 

ケ チ ャ

ップ 

0.25

5 

4.11 3.171 0.105 2.55 

海苔 1.24

2 

0.329 37.51 0.342 8.4 

表１ 

 タ ン

パ ク

質 

   

（g） 

炭 水

化物 

   

（g） 

ビタミ

ン 

   

（㎎） 

鉄 

（㎎） 

カルシ

ウム 

   

（㎎） 

米 2.5 37.1 0.504 0.1 3 

ゴマ 6.09 5.55 6.965 2.97 360 

サニー

レタス 

0.10

8 

0.28

8 

1.606 0.162 5.94 

アボカ

ド 

0.5 1.24 7.274 0.14 1.8 

マヨネ

ーズ 

0.15 0.45 0.362 0.03 0.9 

サーモ

ン 

4.5 0.02 7.088 0.08 0.2 

表２ 
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Ⅴ 仮説の検証 

１ 朝食に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。 

 

２ 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。 

 

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

いることがわかり、その多くは若者であった。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、通常のおにぎり

よりも簡単で、豊富なバリエーションをもつ「おに

ぎらず」を用いたレシピを考案した。考案したレシ

ピは、簡単でとるべき栄養素を満たしたものとなっ

た。しかしながら、コスト面では経済的であるとは

言えず、さらに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。ま

た、このレシピによって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 

 タンパ

ク質 

   

（ｇ） 

炭水化

物 

   

（ｇ） 

ビタミ

ン 

   

（㎎） 

鉄 

（㎎） 

カルシ

ウム 

   

（㎎） 

おに

ぎり 

3.742 38.429 38.014 0.442 11.4 

レシ

ピ１ 

15.763 43.553 45.366 1.906 193.95 

レシ

ピ２ 

13.848 44.648 23.799 3.482 371.84 

表３ 
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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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保健指導リソースガイド 朝食をしっかりとると肥

満を予防できる  

http://www.tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2013/0

3/dig-in-early/ 

 

“Protein-rich breakfasts prevent unhealthy 

evening snacking” College of Agriculture, Food 

and Natural Resources, University of Missouri   

https://cafnr.missouri.edu/2013/03/dig-in-early/ 

日本生活習慣病予防協会 朝食をとらないと脳卒

中・脳出血のリスクが増加 空腹が朝の血圧を上昇 

htto://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2016/0090

31.php 

 

“Association of Breakfast Intake With Incident 

Stroke and Coronary Heart Disease”  Stroke 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/strokea

ha.115.011350 

 

厚生労働省 平成 29年度 国民栄養・健康調査結果

の概要 

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000351576.p

df 

 

“31 Million U.S. Consumers Skip Breakfast Each 

day” NPD group  

http://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-rel

ease/pr_11011b/ 

 

“50 per cent of Britons now don’t have time for 

breakfast according to new survey” EXPRESS 

https://www.express.co.uk/life-style/food/754711/Br

eakfast-skipping-Britain-meal-health 

 

HANKYOREH 一人暮らしが増えた韓国の成人に朝食抜

きが急増中 

http://japan.hani.co.kr/arti/economy/19235.html 

 

健康長寿ネット 

https://www.mhlw.go.jp/shigi/2009/05/dl/s0529-4aq.

pdf 

https://www.tyoiyu.or/jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/

mineral-ca.html 

 

イトーヨーカドー おしトクニュース 凝らず！迷

わず！おにぎらず！ 

https://www.itoyokado.co.jp/oshitoku/food/170422_04

/index.html 
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