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米ぬかで先進国の栄養不足を救う 

 

三春凜佳， 原田すみれ， 工藤美色， 佐藤未夢 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 11 

 

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

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

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

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

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

テとして活用し、世界中の人々へ届けることを提案する。 

 

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

 

Ⅰ 栄養不足とは何か  

 栄養不足とはどのようなものか。多くの人は

「食べ物が足りず、栄養が摂れない状態」を想像

するだろう。しかし、栄養不足には２種類あり、

上記のほかに「食料は確保でき、必要なカロリー

も摂取しているのにも関わらず、必要な栄養素が

不足している状態」が挙げられる。私たちはこの

ような状態にある「先進国の栄養不足」について

調べ、その解決策を提案する。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 栄養不足になる理由 

食料があるのに栄養不足になる理由の一つと

して、近代化に伴い、需要が増加しているファス

トフードの普及が考えられる。 

2018 年のＦＡＯ(国際連合食糧農業機関)の記

事（The State of Food Security and Nutrition 

in the World）によると、人々は食事の際に生じ

る手間を省こうとするため、簡易的に食事を済ま

せようとする傾向にあるという。だから、簡単に

空腹を満たし、安価で手軽に購入することが出来

るファストフードを摂取するのである。 

２ ファストフードの健康への影響 

ファストフードには糖分や塩分、脂肪分が多く、

ビタミン、ミネラルなどは不足している。したが

って、ファストフードを取りすぎると栄養バラン

スが偏ってしまう。 

この問題は hidden hunger、「隠れた飢え」と

呼ばれている。2018 年のＷＨО（世界保健機関）

の 報 告 書 （ Maternal, newborn, child and 

adolescent health）によると、この問題はビタ

ミンやミネラル、食物繊維の栄養素の不足によっ

て起こり、日本を含む先進国に多くみられる。

hidden hunger によって引き起こされる症状とし

て、骨折しやすくなる、心臓病や脳卒中になりや

すくなる、病気に対する免疫が著しく減少するこ

となどが指摘されている。 

 

Ⅲ 研究仮説 

１ 解決しようと思ったきっかけ 

私たちは秋田県の食材を使って hidden hunger

を解決できないかと考えた。農林水産省の「平成

30 年産水陸稲の収穫量」によると、秋田県の米

の生産量は全国第３位である。私たちは米を

hidden hunger を解決する秋田の食材として、米

について調べた。研究を進めていくうちに米に含

まれる「米ぬか」が栄養を豊富に含んでいること

が分かった。 

２ 米ぬかについて 

米ぬかとは精米の過程で玄米の外側部分とし

て除去される胚芽や表皮である（図１）。その割

合は玄米の重量の約 10％にあたり、籾を基準に

考えると、白米の割合は約 75％であり、米ぬか

の割合は約 8.3％程度である。これらの数値に基
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づいて概算すると、精米の過程でわが国では年間

約 95 万トンの米ぬかが発生している。また、世

界では毎年約 5000 万トンの米ぬかが発生してい

る。私たちが米ぬかに注目した理由はその栄養価

の高さと多く発生していることである。主な栄養

素はビタミン、ミネラル、食物繊維が多くを占め

ており、米ぬかは米全体の 90％以上の栄養を含

んでいる（表１）。また米ぬかには、植物ステロ

ール、γ－オリザノール、フェルラ酸、トコトリ

エノールなどが多く含まれている。 

 

図１ 精米前の米の構造 

 

表１ 玄米、精白米、米ぬかの栄養比較 

 (日本食品標準成分表 2015年版(７訂)より) 

 

 

植物ステロールには動脈硬化、高脂血症、脳梗

塞、心筋梗塞の予防が期待できる。γ－オリザノ

ールは米ぬか特有の成分であり、血中脂質の低下、

更年期症状の緩和に、フェルラ酸はアルツハイマ

ー型認知症、糖尿病、大腸がんの予防、また、高

血圧改善に効果的である。トコトリエノールはビ

タミンの一種であり、動脈硬化、がん、抗炎症、

むくみの予防、また、コレステロール値を下げる

ことに有効的である。 

 図２は米ぬかを 100 グラム加えた場合の栄養

素量の変化を表している。 

 図２より、日本人が摂取すべき 1 日の栄養摂取

目標量を 100とすると、私たちは必要最低限の栄

養素を摂取できていないことがわかる。しかし、

米ぬかを 100グラム摂取した場合、１日に必要な

栄養素を十分確保できるのである。 

  

 
図２ 米ぬかを 100グラム加えた場合の 

栄養素量の変化 

（縦軸は１日に摂取すべき栄養量を 100とした際の指数） 

 

Ⅳ アンケートの調査結果 

１ アンケート調査の項目 

私たちは米ぬかについてどのように思ってい

るかを調査するために秋田南高校２年生 200 名

にアンケート調査を実施した。 

内容 

Q.⑴ 米ぬかとは何か知っているか。 

Q.⑵ 米ぬかを食べたことがあるか。 

Q.⑶ 米ぬかのイメージは次のうちどれが一番

強いか。 

① 食べ物 

 ② ゴミ 

 ③ 肥料 

   ④ 家畜のえさ 

 ⑤ その他 

Q.⑷ 米ぬかを食べたいと思うか。 

Q.⑸ 米ぬかについて知っていることがあるか。 

２ アンケート調査結果 

 アンケート調査の結果、以下の回答が得られた。 

A.(1)「米ぬかとは何か知っているか。」という質

問に対して、「はい」が 78％、「いいえ」が 22％

という回答が得られた。 

A.(2)「米ぬかを食べたことがあるか。」という質

問に対して、「はい」が 10％、「いいえ」が 90％

という回答が得られた。 

A.(3)「米ぬかのイメージは次のうちどれが一番

強いか」という質問に対して、「食べ物」が 51％、

「ゴミ」が 11％、「肥料」が 25％、「えさ」が５％、

「その他、無回答」が８％という回答が得られた。 

栄
養
の
量(

％) 
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A.(4)「米ぬかを食べたいと思うか」という質問

に対して、「はい」が 13％、「いいえ」が 87％と

いう回答が得られた。 

Q.⑵と Q.⑷の調査結果より、多くの人が米ぬ

かはぬか漬けを作るための材料であり、米ぬか自

体は食べ物ではないと認識していることがわか

った。 

現在米ぬかはぬか漬けのほか、肥料や家畜のえ

さ、ボディソープなどに使われている。また、米

油として利用されるものも多いが、米油自体もあ

まり知名度が高くない。これらの理由から、米ぬ

かの食品としての認知度が低く、栄養が豊富に含

まれているにも関わらず人々に食べられていな

いと考えた。 

３ フィールドワーク 

以上のイメージを克服するために、米ぬかを簡

単に摂取できる料理を作りたいと考えた。そのヒ

ントを得るため、平成 30年８月 10日に大潟村の

「産直センター潟の店」を訪問し、「米ぬかソフ

ト」を実食した。店長の藤田さんの話によると、

米ぬかは炒ると香ばしい香りがするが、独特のざ

らざらとした舌触りがあり、その舌ざわりを滑ら

かにするために作られた商品が「米ぬかソフト」

であるということだった。 

 産直センター潟の店には、米ぬかソフトのほか

にもバニラソフトやジェラートのメニューがあ

るが、実際はそれらを注文するお客さんのほうが

多くいる。その原因として、米ぬかを食べること

に馴染みがないため、「おいしくなさそう」とい

う先入観を持たれていることが考えられる。 

 また、米ぬかソフトに使用されている米ぬかは

有機栽培された米から利用しているため、農薬の

心配をすることなく食べることができる。大潟村

は、海が近く地形が平らで風が強く吹くため、夏

でも比較的熱がこもりにくいのが特徴である。そ

のため、害虫の発生が少なく病気にかかりにくい

ため、有機栽培に適していると言える。 

 

 

 

 

 

４ フィールドワークを経て 

私たちは米ぬかを使用したおかずを作ろうと、

「米ぬかハンバーグ」を考案・作成した。 

 

図３ 米ぬかハンバーグ 

 

『米ぬかハンバーグの作り方』 

材料(５人分) 

・米ぬか   50グラム 

・鶏肉    400 グラム 

・玉ねぎ(中) １/４個 

・卵     １個 

・小麦粉   大さじ１ 

・牛乳    30㏄ 

・塩、砂糖、こしょう 少量 

 

手順① 米ぬかを色がきつね色になるまで焦げ 

    ない程度まで炒る。 

手順② 米ぬか 50 グラムと鶏肉 400グラムを 

    こねる。 

手順③ 玉ねぎ１/４個、卵１個、小麦粉大さじ 

１、牛乳 30 ㏄を混ぜ合わせる。 

手順④ 手順③でできたものを４等分にし、それ 

ぞれ小判型に丸める。 

手順⑤ 手順④できたものをフライパンに敷き、 

    並べて、ふたをして３分中火で焼く。 

手順⑥ 焼けていないほうの面を中火から弱火 

    で焼く。 

手順⑦ 火を止め、ふたをしたまま２分ほど置く。 

 

 なお、米ぬかハンバーグのソースは、トマトケ

チャップを大さじ４とウスターソースを大さじ

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

なかったが、米ぬかを加熱調理することで栄養が

外へ流れ出る可能性があることがわかった。 

 食物繊維は加熱しても変化しない。ミネラルや

ビタミン B 群(ビタミン B1,B2,B6 など)は水溶性

成分であるため、例えば、ハンバーグであるなら、

出てきた肉汁をソースに利用することで栄養を

保持できると考えられる。 

 また、米ぬかシリアルを作り、牛乳と混ぜて食

べることでも栄養を摂取することができる。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

私たちは米ぬかを多くの人に食べてもらうた

めにハンバーガーのパテとして活用することを

提案する。 

 
図４ マクドナルドが出店している地域 

     （マクドナルド公式ホームページより） 

 

図３はマクドナルドが出店している国を表し

ており、黒色の部分はマクドナルドが出店してい

る地域で、灰色の部分はマクドナルドが出店して

いない地域である。大手ハンバーガーチェーン店

であるマクドナルドは現在 120 カ国以上にその

店舗を拡大している。よって、ハンバーガーとい

う気軽に購入でき、かつ多くの人々に親しまれて

いる食べ物に米ぬかを加えることで、普段の食事

を大幅に変えなくてもビタミン、ミネラル、食物

繊維などの栄養素を摂取できると考える。 

私たちは米ぬかハンバーグを「Ｎバーガー」と

名付けた。この「Ｎ」には４つの意味がある。 

① Nutrition （栄養） 

② Nippon  （日本） 

③ Nanko   （秋田南高校） 

④ Nuka   （米ぬか）                   

ハンバーガーにすることでパテだけでなく、バ

ンズにも米ぬかを加えることができるため、より

栄養豊富なものになると考える。また、ハンバー

ガーだけでなく、それ以外の米ぬかを加えた食品

を「Ｎ〇〇」としてブランド化したい。例えば、

「Ｎクッキー」、「Ｎコロッケ」、「Ｎシェイク」な

どを作ることが可能である。ブランド化するため

の第一段階として、県内の小中学校の給食や老人

ホームの食事などで「Ｎ○○」を使用してもらう

ことで米ぬかの良さを秋田県の人たちに実感し

てもらい、広めることから始めていきたい。 

 

Ⅵ 提案 
食生活の改善は健康的に過ごすための第一歩

であり、大切である。しかし、食事を大きく変え

たり、新しいことを始めたりするのは容易ではな

い。そこで、普段の食事を変えるのではなく、ビ

タミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む米ぬか

を加えるという簡単なプロセスを普段の食事に

取り入れることを提案する。それにより食事その

ものが栄養価の高い、健康的なものに変わるので

ある。 

私たちは、価値のある食材として流通していな

い米ぬかを使って、先進国の栄養不足、hidden 

hungerを解決することを提案する。 
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