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Ⅰ.生活習慣の変化と疾病構造—明治・大正・昭和の軌跡 

Ⅰ.はじめに 

 

 我が国の明治維新以来の政治・経済・行政の変

化はめまぐるしく、それにしたがって人々の生活

様式も著しく変化し続けてきました。住居や周辺

の環境条件だけではなく、家庭生活、近所との交

際、交通、職業、労働内容、教育環境などのあら

ゆる面に及んでおり、結果として健康や疾病構造

に大きな影響をおよぼしました。筆者はすでに、

食生活、食習慣と健康や罹患傾向について、この

シリーズの第2巻に詳述しましたが、上記の各種

の生活関連要因も生活を通して健康状態や疾病の

発生と密接に関連しています。したがって予防医

学には人の生活を総合的に観察、検討して対策を

考える必要があるわけです。医学の範囲を超えた

問題ですが、生活要因の長期にわたる変化を調べ

検討することは健康や疾病対策に重要と思われま

した。 

そこで、明治時代から今日までの一世紀に及ぶ

各種生活要因についての数量的な資料を集め、展

望し、分析し、疫学的な考察を進めてきました。

そして、ほとんどすべての社会的要因が健康や疾

病と関連していることを確かめました。こうした

社会医学的な研究は医学的な評価が難しく、発表

の機会を得ませんでした。たまたま、2009年9月

に、日本生体調節機能制御学会から特別講演の機

会を与えられ、その機会にこうした社会医学的な

考察を発表させていただき、異例の長文ながら学

会誌にその全文を掲載して戴きました。ありがた

いことでした。しかし、学会誌の配布は会員に限

定されており、専門外の会員も多く、あまり厳し

い批判はいただけませんでした。それで、何らか

の機会により多くの人に見ていただきご高見をい

ただければと願っておりました。 

この度、青木平八郎記念予防医学広報事業で、

筆者が［食養生］というタイトルでまとめること

になり、この資料を中心に論議をまとめようと考

えました。そこで、本論文の大要を利用させてい

ただきたいと、はなはだ勝手なお願いを日本生体

調節機能制御学会の黒野保三理事長先生にお願い

申し上げました。そして、快くご許可をいただく

ことができました。深く感謝申し上げる次第であ

ります。 

 この内容は表題のように、明治以来の政治・経

済・社会構造の激しい変遷と、それに伴う、職業・

労働内容、住居、生活様式、特に食生活環境の変

化と、疾病や死亡頻度、疾病構造などの世紀にま

たがる変化、それらの関係を分析、考察したもの

であります。これを通して、食生活、食養生の変

化と社会的背景、健康や疾病構造との関連を長期

にわたり観察することができます。またあまり関

係がないと思っていた政治や経済政策、行政活動

や職業との関連も数字で示されており、問題を考

える上に参考になります。この論文に筆者が別に

発表していた平均寿命の世紀的な変化やこれまで

あまり触れられなかった戦争の影の部分の栄養失

調症について紹介しました。ただ、筆者は社会、

経済、歴史の専門家でないので、検証や解釈に、

問題も多い恐れがあると思いますが、ご批判、ご

叱責を賜れば幸いと存じます。 

 

 明治時代の社会経済的変化はすでに幕末から顕

著になっておりますので、ここでは 

Ⅰ. 戦国・徳川時代から20世紀初頭まで 

Ⅱ. 大正時代と昭和初期、1930年頃まで 

Ⅲ. 第二次世界大戦開始から敗戦、連合軍占領 

  時代 

Ⅳ. 独立後、1980年まで 

            の4期に分けました。 

 

 また、わが国の死亡統計は1882年（明治15年）

から発表されていますが、国際基準に基づく疾病

統計は1899年（明治32年）からであり、国際疾

病分類はほぼ10年ごとに改訂されたので、比較が

可能な大分類を中心にし論じてあり、なお学会誌

とは多少訂正がありますことをおことわりいたし

ます。
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Ⅰ-Ⅰ. 戦国・徳川時代から２０世紀初
頭まで 
 

1950年以降、徳川時代の社会・経済学的研究

が盛んになり、専門家以外に知られなかった事

実が世に知られるようになり、各種産業の興隆

や労働内容、庶民の社会生活の実態が明らかな

り、健康や疾病との関連もうかがえるようにな

った。総論的な文献からのまとめで問題もある

が、関連事項を手短にまとめた。 

 

戦国時代は打ち続く戦乱の社会にありなが

ら、田畑の改良や農業技術の発達で食糧生産量

は急増し、各種の産業、特に軍需産業が興隆し、

交通も整備され、地域間の交通制限も次第に緩

和され、商業が盛んになった。当然雇用も拡大

し、いわゆる経済の高度成長時代になった。そ

れを背景に人口は急速に増加、推計では室町末

期から徳川初期、17世紀前半までの 150年間に

３倍、約 3000万に達した。都市には人口が集中、

市場は活気を持ち、能力があれば地位と富貴が

えられる時代となった。同時に文化も栄えた画

期的な時代であった。平均寿命も延長したよう

で、65 歳を超す有名人が多く記録されており、

食生活や住居も改善されたいろいろの記録があ

る。 

17世紀初期から徳川時代に入るが、戦争がな

くなり、人心は安定し、社会生活は豊かになっ

たが、政治的な理由で国民は士農工商の４つの

身分に固定され、自由度がなくなった。大名の

支配する各地域は閉鎖的で、地域間の交流は長

く制限されることとなった。間もなく鎖国によ

り、外国貿易が厳しく制限されたので、産業活

動も制限され、景気は停滞することになった。

開発が続いた農業も、田畑開発による自然災害

が増加し、新田開発は厳しく制限されたので、

食糧生産にブレーキがかかった。結果として人

口は以降 150年間、推定 3000～3300万人で増減

がなくなった。18世紀にはいり天候不順が続き、

農業の不作の年が増え、経済面でも生活面でも

大きな影響を与えた。経済は町人中心の時代と

なったが、その影響は特に武士に大きかった。

武士は禄高、つまり米の給料であり、米の物価

はその他の物価に比べて上昇率が小さかったの

で、実質収入が次第に減少し、特に下級武士に

その影響が大きかった。これが幕末の政権交代

に大きな影響を与えたという。一方、住民の大

部分を占める農民はどの地域とも優遇策を取ら

ざるを得ない事情もあり、税は物納であり、小

地域単位で代表者が支払い、その額も秀吉時代

の七公三民から漸次軽減され、五公五民となり、

幕末には四公六民に近くなったという。農民は

貧しかったが、生活は安定し、労働時間も幕末

には年間平均 200日であったと書かれてある。

敗戦後の喧伝された百姓一揆もほとんどが話し

合いで解決したとある。食生活を見ると米、麦

などの穀類が主食で、野菜と少量の魚肉であり、

地域で多少の差はあった。総カロリーは現在と

比べ少ないが大きな差はなく、ただ低たんぱく、

低脂肪食であり、体位、体格は貧弱で、平均寿

命は 40歳前後で推移したようである。地域ごと

の閉鎖社会であったので、災害時には局地的に

大きな被害があった。江戸中期以降の統計では

小規模であるが、平均寿命は農民と武士の間の

差は小さく、高級武士と富裕な町人は多少長か

った。つまり寿命の社会格差は小さかったこと

を示している。 

概観すると徳川時代の庶民の生活は世界的

に見てもそれほど低い生活水準ではなかったよ

うである。18 世紀末から 19 世紀にかけては外

国の影響もあり、新産業が開発され、商業も盛

んになり、経済的に活況を呈するようになった。

この時代は特異的な文化を生んでいた。鎖国に

より外国の情報は庶民にはわからなかったが、

長崎をとおして指導層には広く伝えられ、新し

い学問や技術は短期間に導入されていた。幕末

には白人によるアジア侵略の実態、、特に 1840

〜42 年のアヘン戦争による隣大国の惨状が広

く伝えられ、指導層だけではなく、町人、農民

にも大きな危機感を与え、対応の遅い政府のあ

り方に改革の要求が強くなった。政府の中にも

派閥闘争があり、不満を持つ各地域の藩閥勢力

が、1853年、米国黒船の来訪による開国をきっ
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かけに爆発し、各地で国内紛争が拡大した。し

かし大きな国内戦争には発展せず、1868年、比

較的平和裏に政権が交代し、明治時代を迎えた。 

明治政府は政治、経済、社会制度の大改革を

計画したが、未熟で試行錯誤的な面もあり、い

くつかの混乱をまねいた。しかし 1880年ころよ

り、一つの国として政治、行政制度が安定し始

め、1991年には新憲法のもと、新しい政治が出

発した。政府は各種制度の改革をしながら、各

種産業の育成・振興に努め、交通、通信などイ

ンフラを整備しながら、国内産業と外国貿易の

拡大を図り、経済的自立に向け異常な努力を続

けた。不平等条約は改正され、国内の景気の維

持に努め、雇用も拡大し、人心の安定を図った。

問題は多かったが、こうした背景のもと急速に

人口が増加した。生活水準も徐々ではあるが、

貧困から脱却し始めていた。 

 ただ政府は強い国防力なくしては国の存立は

ないとし、富国強兵政策を推し進め、軍備拡張

に多額の予算を投入し、社会整備、民生や社会

福祉への投資を最小にしたので、その弊害も大

きくなった。しかし政府はこうした批判を抑圧

して、政策を進めた。日清戦争の勝利による賠

償金が経済発展に貢献し、雇用は拡大し、庶民

の所得も増加し始めた。さらに日露戦争に勝利

すると、これまでの政策は誤ってなかったと過

信し、さらに強兵の道と、国民の精神心理的コ

ントロール政策を始めた。三等国からの脱出と

いうのもそのスローガンであった。 

 労働人口が大半を占める農業を見てみると、

明治初期以来の努力が実って、生産量も上がり、

生産する野菜や果物の種類も２倍から数倍に増

えた。しかし諸経費は増加し、高価な農機具や

肥料の購入もあり、収入はあまり伸びていない。

それに税制が村単位の集団的物納から個人的金

納に変わった影響は大きく、収穫は毎年一定で

はなく、天候で不作も多く、納税できない農家

が増えた。現金獲得には労働時間を延長するほ

かはなく、徳川時代とかわって、長時間労働を

余儀なくされた。土地を手離して小作に転落す

る農家も増えた。明治政府の徴兵制度は農家の

若者が大きな徴兵源であり、労働力を奪われる

農民は血税として猛反対したが、政府の抑圧で

押し切られてしまった。結果として、明治時代

の軍隊の犠牲の多い下級兵士は農家出身が大半

を占めることになった。徳川時代に比べて農民

の負担は極めて大きくなったことを明記しなけ

ればならない。死亡率も高くなるのは当然であ

った。 

この時代は多くの新しい産業が興ったが、わ

が国の外貨獲得の中心は紡績業であり、この働

き手は若い女性であった。官制の紡績工場での

工女の待遇はよかったが、民間の工場が急増す

ると、劣悪な環境で、安い賃金での労働が強制

され、若い工女の健康障害、特に結核の蔓延が

大きな社会問題になった。劣悪な栄養も疾病経

過に影響した。明治の経済の高度成長は庶民の

大きな犠牲のもとに振興したわけである。 

 

低栄養や栄養の偏りから発生した流行病 

 例として、明治時代の低栄養と関連した２、

３の特殊な疾患に就いて触れたい。 

 

１.クル病 

 高名な東京大学招聘教師ベルツ内科教授は、

日本には佝僂病はないと講義したが、すでに

1888年、仙台で疑わしい患者が発見されていた。

さらに 1893〜95年には関東・東北で数例診断さ

れ、1904〜20年には、富山・石川両県で、くる

病らしい多数の患者が報告され、東京大学に調

査を依頼した結果、くる病の高い罹患地域が確

認された。わが国にも他国と同じくる病はあっ

たわけである。 

 当時はこの病の原因は不明であり、対策も不

十分なままであった。1925〜29年になり、地元

行政や大学を中心に本格的に臨床疫学調査が開

始され、東京からも研究者が参加し、おおよそ

の病像が把握された。原因として多数の生活要

因が密接に関連していることが分かった。その

基礎には低所得や貧困問題があったが、そうし

た生活に対する援助の対応はなく、組織もでき

なかった。疾病と貧困との関連は明らかになっ
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たが、生活保障予算という項目は政府の中には

なかった。 

 欧州留学から帰り、産婦人科で令名をはせて

いた大阪の緒方正清は、自費で調査を始め、多

くの患者を自ら病院に入院させ、診断治療研究

をおこなった。くる病にもいくつかの病型があ

ることや、その病態、経過を観察、また患者対

照研究を実施し、原因として、貧困、低栄養、

生活要因（日照不足、育児環境、貧困、栄養な

どの関連）を確認した。欧州でおこなわれてい

た肝油など食餌療法をおこなった。しかし全患

者、家族を救済できる態勢は難しく、世の関心

を高めるにとどまった。 

 1930年代でも同様の症例が見つかった。その

地域は名古屋医科大学病理学林直助教授の門下

生により疫学調査が実施され、検討された。結

果として、発生要因は、やはり低栄養、貧困、

両親の過労、母の低栄養、母乳が乏しい、日照

が少ない、換気が悪い、低温・高湿部屋での育

児、育児籠（ツブラで保育）の利用などが挙げ

られた。これは前の研究結果を再確認したこと

になったが、同様、抜本的な対策はできなかっ

た。もっとも、これをきっかけに改良された肝

油療法が普及し、紫外線、人工太陽燈（ビタミ

ンＤ剤過剰投与で副作用も含め）などの治療法

が適用されて予後は改善、予防対策も考えられ

るようになった。   

狭い地域の多発病であるが、栄養や生活条件

によりこうした特異的な難治患者が発生してい

たわけである。 

 

２.首下がり病 

 この病は明治初期に発見され、30年くらいで

消失した原因不明の奇病である。 

 1888年、中野健蔵医師が青森県ではじめて症

例を報告、それを受けて 1894年、三浦謹之助東

大助教授が出張調査を実施、その症候、経過が

まとめられた。症候は、頭痛、頭重、不快感、

めまい、悪感ではじまり、全身脱力感、頭部が

急に下垂し、歩行困難となるが、数時間で回復

する、という病である。山間僻地で、多湿、換

気悪い、日照不足の地域で発生していた。労働

過重や低栄養が基礎にあり、精神感情や空腹で

発作がおこり、また家族で多発の傾向があった。 

 こうした症候の病は、すでにスイスで発見さ

れ Gerlier病と命名されており、三浦は Gerlier

病と考えていた。その後、東北各地で報告が相

次ぎ、また、徳島、新潟県でも発生がみられた。

しかし明治時代にほとんど消失してしまった。

東海地方では大正時代に入り、岐阜県山間部で

発見され、奇病として報告されたが、特別な対

策なしに昭和時代に入り報告はなくなった。 

 このように近代医学の調査がすすむにつれ、

低栄養に貧困や過酷な労働、居住環境などが複

合して発生する病が多発し、その発症機序の解

明も容易でないことが明らかになったが、生活

条件の改善で減少しうる病の対策が遅れている

ことも問題であった。 

 なお、1990年代に首下がりの症状を持つ難病

を高橋昭が報告している。それは顔面肩甲上腕

筋ヂストロフィー、甲状腺機能低下症、重症筋

無力症、筋萎縮性側索硬化などである。これら

の発症機序が解明されれば、首下がり症状の原

因、治療が究明されるかもしれない。 

 

３.脚気の流行 

 富裕な社会階層でも、食生活が水準以上の階

層でも、食事内容の偏りが特殊な病的症状を惹

起し、重病につながることがある。明治時代の

脚気がその一例で、都市、軍隊をはじめ、貧困

とはあまり関係なく多発した。脚気については

すでに多くの報告があるので、ここでは手短に

エピソードを紹介したい。 

 脚気はきわめて古い疾患で、わが国では奈

良・平安時代に脚気と思われる病状の記録があ

り、貴族の間で観察されていた。これは白米食

があったことを示している。貴族制度が没落す

ると脚気の記録は見えなくなったのも面白い。

脚気の記録が増加したのは戦国時代末期からで

ある。徳川家康は節約で有名だったが、晩年は

白米食を好み、大阪夏の陣にも大量の白米を運

ばせたとある。秀吉もかちわり粥（白米粥）が
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好きだった。白米食は徳川時代初期には、大名、

富裕な階層から中級の武士、また商家に広まり、

それにつれて脚気患者が増加した。18世紀には

大都市での白米食普及につれて、江戸わずらい、

大阪ばれとよばれる奇病（脚気）が流行し、死

亡率も高かった。しかし、田舎へ帰るとまもな

く治る病であった。雑穀食に切り替わるからで

あろう。景気が停滞すると白米食が減少するた

めか、脚気罹患の記録も減少している。江戸時

代も 18 世紀半ばから景気の低迷や飢饉が相次

いだので、脚気の流行の記録も減少したようで

ある。しかし、幕末には白米食中心の将軍や知

名人が脚気で死亡している。 

 明治時代に入り、諸産業が興隆して収入が増

えると、白米の消費が増加し、再び脚気が流行

するようになる。富裕層ばかりでなく、多くの

一般住民が白米食を始め、脚気が庶民の間で多

発してきた。脚気の症状は多様で一つの病とし

て同定することは容易ではなかったが、流行病

を観察し、漢方医は米食が共通しているとして、

小豆や雑穀食に切り替え治療をしていた。西欧

医学教育を受けた新進気鋭の医師の大部分は脚

気様の病を同一原因と診断できず、米食原因説

も信ぜず、感染症の一種として研究、治療を進

めたので、治療や予防効果はなかった。 

 特記すべきは陸海軍の徴兵制度まもない若い

兵士に流行的な高い罹患があったことである。

海軍は陸軍よりもさらに高率で、1880年代には

水兵の半数が脚気で、軍艦の出動も難しい状態

であった。当時の統計では、1878年から 6年間、

脚気罹患率は 22から 40％、死亡率は 1.57から

3.96％で、年間入院日数は一人 4日であった。

この問題は、英国留学から帰った高木兼寛海軍

病院長の調査と推定により、白米食を中心とす

る蛋白質不足にあると考え、食事内容を改良し

て、脚気の克服に成功した。一方陸軍では白米

食説に反対で、伝染説を重視したので、白米食

は継続された。結果として、日清戦役、台湾出

兵、日露戦役で、共に多くの脚気患者があり、

死者も多かった。日露戦役後、陸軍脚気委員会

が設置され、現役で残っていた白米論者、森林

太郎軍務局長が会長となった。第 1年目にジャ

バの脚気を視察した陸軍の研究者が、実験で白

米が原因と発表した。しかし、東京大学の研究

陣はそれを認めず、長い論戦が続いた。1920年、

京大島園順次郎教授(後に東大教授)が詳細な科

学的検証をして白米説が確定した。この間多く

の犠牲者があった。病因の科学的検証には時間

を要するが、欧州に脚気がなかったのが欧州で

学習した日本の新進研究者を迷わせたわけであ

る。オランダのエイクマンはジャカルタで鶏の

脚気が白米によることを発見したが、情報が日

本に伝えられたのはかなり遅れた。一方薬学者

の鈴木梅太郎は 1910年、脚気白米説論争中に、

米胚芽から予防物質オリザニンを発見したが、

なかなか医師の間では認められなかった。こう

した学問上の論争をよそに、民間では、明治中

期には米糠療法が広まっていたのも注目される。

さて、白米原因説が確定すると、諸種の対策が

すすめられ、罹患率は低下した。白米食の害の

衛生教育が全国的になされた。結果として脚気

の罹患率は次第に低下した。 

脚気は、バランスの欠けた食事内容も原因に

絡んでおり、副食が多種類であれば十分予防で

きる。したがって当時の食生活の貧しさも問題

である。医学・衛生学的研究の遅れや、新しい

知識普及の遅れだけではない。 

 

明治時代の食糧生産の推移 

 栄養の基盤となる食糧生産の動向について

みてみたい。 

 明治政府は、食糧は国の基本であるとし、農

業ばかりでなく、林業・漁業など第 1次産業の

振興を大いに奨励した。米は中心的食品である

ので、生産方式の改善、新田開発に力を入れ、

米を積極的に政府が購入し、また雑穀の生産も

奨励した。野菜の増産もすすめ、国内野菜だけ

ではなく、外国種の野菜、果物を輸入、栽培を

奨励した。北海道など寒冷地に適する農産物の

研究にも力をいれた。結果として耕地面積は田

畑合計で 1880年の 4433ヘクタール（ha）から

1910年には 5600ha、米の国内生産は明治 11年
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（1878）に 379 万トンであったが、明治 33 年

（1890）には 622万トン、明治 43年に 700万ト

ン、大正 9 年（1920）には 948 万トンと約 30

年間に 3倍近く増加した。麦も同期間に 116万

トンから 286万トンと倍増している。しかしな

お穀類不足で外米を輸入し、その量は 1911〜15

年の統計では 52.6万トンであった。大部分は南

京米とよばれ低所得者用であった。日露戦争時

は特に大量の外米を輸入して、しのがねばなら

なかった。慢性的に米不足であった。 明治時

代に増加した農産物は、大豆生産が 21万トンか

ら 555万トン、甘藷は 82万トンから 444万トン、

馬鈴薯はゼロから 108万トンに増加した。多種

類の野菜が栽培され、市場に出回るようになっ

た。果実は蜜柑、かき、なし、リンゴなどの在

来果実の生産が増加したが、量はそれほど大き

くはなかった。 

表１ わが国初期の食生活調査 

 食生活調査と要約 

１． 明治 11 年 大蔵省食糧調査（地租改良事務局）瀬川清子らによる米麦調査 

 大都市を除く 44 地域、結果は 大部分が米麦混合摂食、田舎では粟・稗、芋などの混合

食が多い。 東京、大阪など都市では、所得の多いものは白米食が多く、田舎では米食は

少ない。農民は高い米を売り、やすい雑穀を食べた。（政府もそれを奨励） 

２． 豊川裕之、 金子 俊： 日本の食文化（日本近代の食事調査資料 第一巻 明治編） 全

国食糧振興会  昭和 63 年 

 内容は明治時代の食生活調査の要約 

３． 明治 14 年人民常食種類調査  農務省農務局  

 78 地域、１４都市での調査では、平均して、 米食は５３％、麦混食 27％ 雑穀混食 14％、

そして 蔬菜は 5.2％が記載されている。米食は東北 北陸、中国、近畿 東海地方で

高率であり、他は低かった。雑穀食は北陸、長野 静岡 佐賀などで高率であった。 

４． 明治 19 年食選調査  内務省衛生試験場  （衛生試験輯報） 

 監獄囚徒食糧分析と陸軍士官学校生徒食糧分析の紹介。高等師範学校、攻玉社、ニ松学社

生徒 越後屋の店員での食事内容を化学分析した報告。 

５． 明治 21 年 坪井次郎の調査  東京医学会雑誌  

 下宿生医師、学校事務員、質屋の青年、車夫などでの調査、個人が摂取した食品を分析す

るという新しい手法。 

６． 明治 15 年  大日本兵食料改正意見草案 小池正直  

 兵士の一日の米配当は 6 合、6 銭は副食とある。 

７． 明治 23 年  兵食検査委員 森林太郎ら 

 陸軍兵食の効率調査、検査者 6 名について和洋食の比較 国政医学会雑誌 

８． 明治 40 年 稲葉良太郎 隈川宗雄が東京医学会雑誌ニ発表 

 「本邦農夫ノ栄養に就イテ」 これは 7 名についての調査、結果は 1500 から 2000g 米

麦を摂取していた。 

９． 明治 45 年  稲葉良太郎・小泉親彦 工人ノ生計及栄養ニ関スル研究 

 800 名の工場労働者の調査、全体は大まかな調査で、数人について詳しい栄養分析がある。 

10． ショイベ  日本人ノ食物を論ズ  東京医学会雑誌  明治 20 年 

 8 名 学生、看護夫 1 名の栄養調査から、日本人の食生活を分析 
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家畜類は鶏の生産が急増、明治 29 年から 15

年間に倍増、鶏卵も増えたが、量的には多くな

かった。牛肉の販売も始まり、豚肉生産も増加

したが全体量はわずかであった。牛乳は 1900

年から漸次増加、1920 年代で 10 万トン強とな

ったが、この量は現在の 1/80にすぎない。 

水産業は沿岸漁業が中心で、明治 33 年に 46

万トンであったが、遠洋漁業も始まり、大正時

代から増加、1920年には 248万トンと急増、そ

の後も上昇している。つまり米麦などは明治時

代にかなり増産されたが、肉類、牛乳・乳製品、

魚介類、果実などの増加量は少なかった。消費

も多くなかった。なお、民間の食品調理に使う

エネルギーも明治時代はわずかであった。全国

的に労働負担は江戸時代よりも増加し、収入も

増えたが、生活様式が変わり、物価も上昇し、

労働階級の生活はむしろ厳しくなったようで

ある。農林漁業では労働の割りに収入が少なく、

子女の学校教育が義務化され、その分労働力が

なくなった。さらに月謝など教育関係費が高く、

必要現金確保のため、親は労働強化して稼がね

ばならなかった。星をいただいて家を出、月を

見て帰るという言葉は明治時代からしばしば

使われるようになったという。しかも、食生活

は粗末で偏り、家屋なども衛生的にはできなか

った。増加の激しい人口の大部分は農民であり、

経済成長時代ではあったが、農民の低栄養は改

善されなかった。一方都市住民は、所得は低か

ったが、生活水準はゆっくりと改善しており、

食生活の内容が徐々に向上していた。もっとも

都市でも非常に低所得な人々は衣食住、すべて

にわたり、厳しい生活を余儀なくされ、罹病も

多かった。 

 食品や食生活の重要さは早くから認識され、

明治中期から、外国での調査にならって、摂取

食品数、摂取栄養量調査が行なわれている。そ

の規模は小さなものが多いが、それを列挙する

と以下のようである。 

 

初期の食生活調査 

 この時代に小規模とはいえ食生活調査が行

なわれたことは高く評価できよう。調査された

対象は、日本人の平均より高い生活条件にあっ

たかもしれないが、貧民も対象にふくまれてお

り、傾向をうかがい知ることができる。 

 これらを要約すると、摂取総カロリーは 2500

〜3000カロリーで現在と比べて低くない。ただ、

内容は含水炭素が大部分で、動物性蛋白、脂肪

は極めて少ない。予想外に米食が普及していた

が、麦、雑穀との混合食が多く、芋類も少なく

なかった。一般に、摂取食品の数は少なく、カ

ロリーは充足していても、副食は少なく、動物

性食品は少なく、栄養は偏りがちであった。軍

隊では早くから、強兵のための栄養学が研究さ

れ、欧州の軍隊を参考に食事内容が検討されて

いた。ただ主食は白米主体で、6 合を支給した

とあるが、実際は 5合前後だったらしい。副食

は、初期は個人もちであったようで、給料の安

い兵士は副食を節約し、米食偏向に陥る危険が

高かった。これが脚気の流行につながった。 

 一方田舎の住民では江戸時代と変わりない

食事内容であった。主食は米とはいえず、麦、

粟、稗、とうもろこしなど雑穀食で、芋も多か

った。労働が激しいだけに総カロリーは多かっ

たが、蛋白や脂肪は不足であり、若年でも健康

障害は少なくなかった。体位、体格も劣り、明

治時代をとおし、農山村ではあまり改善しなか

った。都市住民ではすこしずつ改善がみられて

いるので、都鄙の間に次第に差がでてきた。こ

の時代すでに、東京、大阪などの大都市では、

和洋折衷の食事に関心がもたれ、特に一部の若

者は牛肉、豚・鳥、牛乳・乳製品などを進んで

食べるものが増加していた。富裕な階層では、

西欧式の栄養価の高い食事を生活に取り入れ

はじめ、栄養面ではよい水準にあった。 

栄養という考え方 

 明治中・後期にはいると、新聞などのマスコ

ミを通し、動物性蛋白摂取の必要性や、野菜、

果物の摂取、栄養のバランスなどの啓蒙記事が

増加し、従来の穀物中心の食生活の欠点を改善

させようとしていた。たとえば、福沢諭吉など

知名人が健康や体力向上は食にありとして、具
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体的な材料、調理法などを紹介、普及に努力し

ていた。政府も食生活改善を通して日本人の体

格改善を意図し、学校教育でも食生活、栄養な

どに力を入れた。明治後半期には、村井幻斎と

いう才人があらわれ、家庭小説のなかで食生活

の重要さを分かりやすく解説し、いかに栄養の

あるものを食べることができるか、食材の安価

な購入法、保存法、いろいろな簡易な調理法、

食事の楽しみ方など、読みやすい文体で掲載し

ていた。このなかに、恋愛、結婚、家庭問題を

織り込んだので、人気を集めた。それをまとめ

た単行書「食道楽」はベストセラーになり、食

生活に人々の関心を引き寄せた。その和洋折衷

料理の種類、方法、動物性蛋白、脂肪摂取の意

義とか、栄養価、それに関する質疑応答などは、

現在でも参考になる名著であった。しかし、動

物性食品は高価であり、動物性脂肪の多い食品

は和食中心の人々の胃になじまず、また、動物

食品を忌避してきた歴史もあり、普及は遅々と

していた。同じ時期に三宅雪嶺は、日本食は洋

食よりもよいと反論している。住民の食生活の

傾向をうかがい知ることができる。 

洋食や中華料理の増加 

 こうした背景の中で都市では西洋料理店や

中華料理店が増加し、日本人の舌や消化能力に

あう料理があらわれてきた。とんかつ、コロッ

ケ、ハヤシライス、カレーライスなどで、野菜

も多く盛り付け、西洋ソースもしばしば使われ

た。飲み物では酒のほか、ビール、ウイスキー、

ラムネ、また、パン、ビスケット、アイスクリ

ーム、西洋菓子類などが現れている。周知のよ

うに、明治初期すでに、日本的な牛肉食（牛な

べ、すき焼き）は大都市で若者の間に流行し、

牛乳は発育期や病人によいというので、漸次家

庭に普及し、乳牛牧畜経営（牛乳奨励）は都市

近郊で増加した。少量ながらバター、チーズ、

ハムの消費もはじまった。缶詰の種類も増え、

後年のわが国の食生活の基本になってゆく。一

方、伝統的食事も調理法や献立が変わり、調味

料である醤油、味噌も改良、大量生産され、食

生活は漸次豊かになっていった。 

 

近代工業の発達、労働の変化、都市の生活 

 近代産業は軽工業を中心に成長したが、その

働き手は主に若年女子であり、モデル工場での

操業が完成すると、民間が一斉に繊維産業に乗

り出し、明治後半期には 50 万人を越す女性労

働者が働いていた。かれらの待遇はよくなかっ

たが、乏しいながら和洋折衷の調理食を供給さ

れ、その新しい料理法は故郷に伝えられた。も

っとも工女らの健康状態は良くなく、特に結核

のまん延が著しくなったが、これも低栄養が背

景にあり、また帰省した患者が結核感染原とな

る不幸があった。 

 学校教育を終えた若者は近代産業の担い手

となり、また自営業、商業やサービス業につい

たが、多くは都市ですみ、新しい生活環境に慣

れていった。多くは無職で日雇い業務が中心で

あり、生活水準も低かった。鉱山、採掘業務で

は、給与は多少高かったが、劣悪な労働環境で

災害や健康障害が多発し始めていた。また、鉱

山、精鉱所からの汚染物質により、周辺地域ば

かりでなく、遠くの山野、田畑の被害が広がり、

各地でおおきな社会問題が発生していた。健康

管理という思想は医師間でも乏しく、栄養管理、

労働衛生の対応はかなり遅れた。 

 

国民生活の基本となる国民総生産とエネルギ

ー消費 

 国民の収入は国の総生産と密接な関係があ

り、それはまた民生福祉対策費の増加となって

現れるので、エネルギー消費は一つの大きな指

標である。ひいては、国民の健康を維持・増進

するための基礎と関連する指標になってくる。

その推移を見てみると、ＧＮＰは明治末までの

25年間に 2倍、エネルギー消費は 2.6倍の成長

ぶりであり、国全体ではかなりの収入があった。

人口は急増し 1.3倍になった。しかし、国民一

人あたりの所得の伸びはＧＮＰに比べきわめ

て小さかった。国の歳出などを見ると以下のよ

うである。 
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      表２  ＧＮＰの増加、エネルギー消費と人口増加

 実質ＧＮＰ（百億円） エネルギー消費 人口 

 1990年価格 千 Kcal/person 10万 

1885（明治 18） 686（1.0） 1,070（1.0） 383（1.0） 

1900 1,100（1.6） 2,395（2.2） 439（1.1） 

1910 1,398（2.0） 2,808（2.6） 492（1.3） 

 

   表３ 一般会計歳出内約  会計年度  （百万円） 

 行政 国債 軍事 年金・恩給 皇室費 合計 

1875 36.1  4.65  9.8  17.8  0.9  69.2  

1890 32.4（1.0） 20.32  25.7（1.0） 0.8  3.0   82.1（1.0） 

1900 117.5（3.6） 34.81  133.1（5.0） 4.3  3.0  292.8（4.2） 

 

 年間の歳出であるが、初期は行政費が相対的

に多く内政の充実にあてたと思われる。その後

ＧＮＰの増加につれて、国債、軍事費のみが急

増しており、政府が必要とした事業や、軍事力

の増強に使われた。1900年には特に軍事費が突

出してくるのは日清戦争のあとである。年金・

恩給は増加する退職公務員への支払いである。

行政費に占める福祉・保健費は明示されていな

いが、極めて少なかったようである。 

 

       表４ 軍事費と GNP 

軍事費とＧＮＰ 億円 ＧＮＰ比（％） 

1887（明治 20） 0.79 8.7 

1893 1.79 10.6 

1905（日露戦争） 8.88 35.5 

1914 6.18 14.7 

 

 軍事費だけをとりあげると、日清戦争前から

増加しており、戦争直後から急増し、日露戦争

では 8.88 億円と 5 倍近くになり、ＧＮＰ比で

は 35.5％という大きなものとなった。これ以上

は負担できないので、不利な条件で日露和平条

約を調印せざるを得なかったという話が伝わ

っている。軍事費はそれ以降もＧＮＰの 15％前

後で推移する。これを 1950年前後の 1％と比べ

ると異常なほど高い。民政・福祉に手が回らな

かった理由でもある。食料も軍隊が買い付ける

量は、軍人数が増加するにつれて増大し、敗戦

前は、一般住民の食糧調達に大影響を与えた。 

 

人口の増加 

 明治時代の人口は急上昇である。生産の停滞

から人口増を抑制していた江戸時代と異なり、

産業や貿易の振興、商業の発展には働き手を必

要とし、就業した若者は給料を手にし、制限な

く結婚することができ、出生数が増加した。政

府は、国民皆兵の徴兵制度の維持のため、若い

兵士が必要で出産が奨励され、人口増が基本政

策となった。子沢山による貧困の対策は乏しか

ったが、子どもの増加はその後半世紀にわたり

続き、総人口は明治初期の人口約 3000〜3500

万から、明治後期に約 5000万で、記録的な 1500

万人以上の増加であった。この傾向は 20世紀
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半ばまで続いた。 

 大きな経済成長にもかかわらず、民生・福祉

予算が少なかったので、住民の生活水準の改善

は極めて遅々としていた。ここで付け加えたい

ことは、政府が不十分な予算のなかで、積極的

に教育振興への投資をおこなったことである。

これも住民には大きな負担がかかったわけで

ある。 

 

教育の振興 

 明治政府は興国の基本として教育振興を重

視し、教育令により学制を整備し、知識と技術

をもち、将来、国を背負い立つ人物の養成をね

らった。これは欧州での教訓でもあった。軍部

ではより優れた知識と体力を持つ兵士の予備

軍が多く必要であったので、強力に推進し、教

育内容も漸次この目的にそうよう作られた。強

い軍隊には体位、体格の改良が必要であり、食

生活改良と、衛生知識が必要であり、また技術

習得も学校教育を通して進めようとしたので

ある。同時に、政府への従順さ、愛国心、献身

などの洗脳教育も始めた。産業界でも知識のあ

る労働者の獲得が必要で、教育普及を支持し、

全国的な宣伝運動が行われた。政府は規則を整

備し、優れた教員を動員し、かなりの予算をつ

ぎ込んだが、同時に地方行政にもかなりの予算

を計上させた。1945年以前の町村の予算のかな

りの部分が教育予算であり、大きな負担であっ

た。住民も子どもの教育のため、現金収入を求

めて、厳しい労働に耐えねばならなかった。親

が食を削ってでも教育費をと考えた時代であ

る。政府は学校卒業者に、就業時よい待遇を与

えるなどの報奨政策をとり、マスメディアも教

育の重要性を強調、全国的に教育熱がひろがっ

た。もちろん、通学できない貧困家庭の子供も

多くいた。 

 

小学生の増加 

 小学生数増加の年次推移をみると、学制が始

まった明治 5年（1972）では、学費も高く、教

科内容も難しく就学率は低かった。教科書調達

にも予算が必要であった。明治 6年の小学生数

は 132.6万人、1890年は 309.6万人と、急増し

たがまだ率は低く、特に農村部はよくなかった。

明治 12 年に学校令を公布し、教科内容も充実

させ、教師の給料を高額にし、親にも学校卒業

の利益を説いて就学者数を倍増させた。その後、

日清戦争勝利後に景気の回復があり、所得も増

えはじめ、1900年には 468.4万人、日露戦争後

の 1910 年には 686.2 万人と初期の 5 倍となっ

た。しかし、入学した児童の 80％が小学 6年を

卒業できたのは大正の末期であり、大正 14 年

（1925）の就学数は 918.9万人であった。まだ

未就学もかなりあった。小学校では、一般教育

のほか、体育、衛生や栄養などが教課にあり、

結果として知識、技術ばかりでなく、体格、体

位の向上につながった。発育期に労働が免除さ

れ、基礎体力が涵養されたのである。小学生は

労働をまぬかれ、食事機会も量もふえたからで

ある。残存している 1900 年頃からの小学 6 年

生（12歳）の統計でみると、明治中期から年々

子どもの平均身長、体重がわずかづつ連続して

増加している。その後、低率な中学進学率も

1895年の3万人から1900年の7.8万人と増加、

1910 年には 12 万人、1925 年は 30 万人とこれ

も急増し始める。長い教育期間は栄養の改善も

あり、健康改善につながり、社会繁栄の礎とな

った。高等女学校も率は低いが同様の増加傾向

で、1925 年には 30 万人を超した。大学生は大

正末期から増加がはじまっている。学歴の長い

ほど体格や健康レベルがより向上して来てい

る。一方で、学歴を重んじたための学歴社会が

生まれることになった。政府は、学校教育を通

し、知識や技術ともに、社会秩序にしたがい、

公徳心や愛国心の涵養につながる教科をふや

し、国に奉仕する国民を作り上げようとしてい

た。また、西洋音楽を義務化して、「雅」心を

涵養し、国際人を作ろうとしていた。音楽を通

して愛国心を高める国策は明治末期から強く

なってきている。 
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健康指標の動向 

 民生や社会福祉、保健政策が貧しいので、健

康障害は若年から発生し、死亡も若年死が少な

くなかった。それを反映し、国全体の総死亡率

は他国に比べきわめて高く、明治初期より中期、

後期のほうが高くなった。出産数は増加したが、

高い乳児死亡率は 1910年でも減少しなかった。

前述したように、収益の大部分は産業投資と富

国強兵政策に使われたからである。もっとも発

展途上国ではよくある現象で、20世紀後半のア

ジア、アフリカなどの国々でも観察されている。 

結核死亡の増加 

 死因別死亡率で高率な結核死亡率（推定）を

見ると、明治初年はあまり高くなく、中高年齢

層の肺病（大部分結核）死亡者数は 3万人近く

であった。殆どが家庭療養をしていたと思われ、

出生数が増加すると、乳幼児の家族内感染が増

え、死亡数も死亡率も高くなり、時間の経過と

ともに、幼児、小学生、中学生も高率に罹患す

るようになる。患者が社会に出ると、周辺に感

染者を増やし、青年期の結核が急増することに

なった。1890年代から紡績工場には若い女子労

働者が増加し、明治末期に年間 50 万人におよ

んだ。職場での感染が増加し、工女の結核患者

数が急増したので社会問題となった。1882 年

（明治 15年）コッホにより結核菌が発見され、

結核は伝染性とわかり、隔離や消毒が取り上げ

られたが、予防には無力であり、また患者も大

気、安静、栄養療法が基礎で、有効な対策はな

かった。政府の対応も少なくとも 20 年間はき

わめて消極的であった。療養治療は高価であり、

大部分は自宅で療養、周辺に患者を増やした。

工場法が制定され、労働条件が実質改善したの

は大正中期であり、結核予防法は明治末期に制

定されたが、積極的な予防活動は 1910 年以降

である。 

 

 表５ 総死亡率、主要疾患死亡率の推移 

 総死亡率 出生率 乳児死亡率 脳血管疾患 結核 がん 

 10万対 千対 出生千対 10万対 10万対 10万対 

1889（明 32） 2148 32 154 171 156 45 

1910（明 43） 2160 35 161 132 230 67 

 

食生活の要約と死亡率など健康状態の変化 

 全国的に見ると食事内容は、穀物中心の低た

んぱく、低脂肪食であり、動物性食品は少なか

った。調理方法も、簡単で、食品の栄養価を高

める加熱調理も少なかった。生ものは汚染され

やすく、調理の不完全な食品摂取は消化器粘膜

を障害しやすいので、胃腸炎患者が極めて多く、

これも低栄養と関係し、多くの病の原因にもな

った。乳幼児も低栄養で、衛生的とはいえず、

保温がわるく、養育が不十分で、発育もよくな

く、死亡率も高かった。青壮年の職場は労働環

境や衛生条件も劣悪なところが多く、感染症の

ほか、骨・関節障害、皮膚病、弱視、鳥目、ト

ラコーマ、扁桃炎・口内炎・舌炎などの罹患率

が高かった。肥満者は少なく、糖尿病も稀であ

った。 

総合的な指標である平均寿命で見ると、この

期間は殆ど伸びていない。 

 死因第 2位だった脳血管疾患死亡率は明治初

年から高く、一時的に若干低下したが、その後

横ばいとなった。がん死亡率は低率であったが、

中高年人口では欧米並みの頻度であった。医療

組織や医療機関は大きく変わり、漢方医が資格

を失い、西洋医の数は少なかったが漸次増加し

た。しかし、近代医療は高価で受診率は高くな

かった。看護制度が普及し始め、病院が増加し

たが、医療保障は殆どなかった。 

 疾病頻度には地域差が目立ち、寄生虫症感染 

の頻度は高く、栄養障害を助長していた。その

他特異的な疾患集積が報告されている。



日本の唱歌、童謡（１） 

          明治21年まで 

  

 蛍の光  蝶々  仰げば尊し  庭の千草   

 紀元節  故郷の空  さくら  舟あそび 

  

 

   さくら さくら  弥生の空は 見渡すかぎり 

   霞か雲か  匂いぞ出ずる 

   いざや いざや  見にゆかん 

         （作者不詳   曲 日本の筝曲） 

  

 

  

日本の唱歌、童謡（２） 

          明治22～26年 

 

 埴生の宿  元寇 うさぎ  一月一日  天長節 

  

 

   うさぎ うさぎ  なにみてはねる 

   十五夜お月さま  見てはねる 

          （作者  作曲  不詳） 

   年の始めの 例として 終わりなき世の めでたさを 

   松竹たてて  門ごとに 祝う今日こそ 楽しけれ 

          （作者 千家尊福 作曲 曲上 真行） 

14 



日本の唱歌、童謡（３） 

    明治27～30年 

 

   勇敢なる水兵  雪の進軍  金毘羅船々  港  

   直後放蕩   夏はきぬ   四条畷 

    

    

     空も港も夜ははれて  月に数ます船のかげ 

     艀のかよい にぎやかに よせくる波も 黄金なり 

        (詞 旗野十一郎  曲 吉田信太) 

     卯の花の におう垣根に ホトトギス 

     早もきなきて 忍び音もらす  夏はきぬ 

        (詞 佐々木信綱  曲 小山作之) 

 

 

 

日本の唱歌、童謡（４） 

    明治31～33年 

 

  青葉茂れる桜井の  鉄道唱歌  キンタロウ  モモタロウ、 

  ヒライタヒライタ  さるかに  お月さま    花  

  

   

    汽笛一声新橋を はやわが汽車は 離れたり   

     愛宕の山に 入りのこる  月を旅路の友として 

         （詞 大和田健樹  曲 多 梅雅） 

    マサカリカツイダ キンタロウ クマニマタガリ オウマノケイコ 

         （詞 石原和三郎  曲 田村虎蔵） 

    モモカラウマレタモモタロウ キハヤサシクテ チカラモチ 

         （詞 田辺友三郎  曲 納所弁次郎） 

    春のうららの 隅田川  上り下りの 船人が 

    櫂のしずくも 花と散る ながめを 何にたとうべき 

         （詞 武島羽衣  曲 滝廉太郎） 

15 
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Ⅰ-Ⅱ.大正時代から昭和の初期まで 

 

食料需給の推移 

 全国の食糧需給の調査統計は明治末期から

国際的な方法で調査されていた。それを見ると、

明治 44 年から大正 4 年の 5 年間平均で、一人

一日、穀類は 169.6g で、そのうち米は 77％を

占め、芋は 57g、豆 15.0g、野菜 87.2g、肉類

1.8g、卵 1.3g、牛乳・乳製品 1.1g、魚介類 3.7g、

油脂 0.4g、砂糖 5.4g、醤油 若干、計 342g で

あった。すでに明治末期には少ないが動物性蛋

白や脂肪が摂取され、比較資料はないが、明治

初期、中期と比べれば穀類以外の消費は増加し

ている。この間、明治時代に引き続き、食糧生

産は成長し続けたが、増加傾向は鈍化している。

人口は増加を続けているので、個人あたりの消

費はあまり伸びていない。 

 1920 年頃までの動向をみると、全国平均で、

肉類、卵類、牛乳・乳製品、動物性脂肪、植物

性脂肪などがすこしずつ増加し、摂取食品数も

増え、全国的に栄養は改善の方向に向かってい

たと思われる。もっとも、田舎では食事内容は

さほど変わらず、所得レベルから見ても地域や

社会階層差は大きくなった。明治末期から欧州

や米国の栄養学の知識がわが国で重視される

ようになり、本格的な研究と啓蒙が始まってい

た。 

 

栄養学の導入 

 政府は早くから食品の生産や販売について

の法規を制定、実施し、より安全な食品の確保

に努力していた。特に軍隊では、強い兵士を維

持するため、軍隊食が研究され、献立が作られ

ていた。明治中期、ドイツ留学中の森林太郎は

命により、ドイツ、フランス軍の兵食を研究、

軍人としての必要なカロリー、蛋白質、脂肪、

含水炭素の質と量、バランスなどを検討し、兵

食論として提出していた。海軍は前述の高木ら

により脚気の予防から、英国の海軍食を参考に

研究し、洋式献立で脚気を予防したが、後に和

洋折衷の食事で脚気は殆ど根絶していた。政府

は少なくとも軍人は西欧人の体格に追いつか

ねばと、小学生から栄養改善と衛生教育をはじ

めていた。 

 栄養に就いては、すでに、漢方医による独特

の食養生があり、石塚左玄らは、科学的批判に

耐えうるような食品、食事内容を発表しており、

民間で広く読まれていた。米国の栄養学も独自

の発展をしており、チツチンデン教授らは食品

成分や栄養代謝の研究で成果をあげていた。明

治中期に渡米した高峰譲吉は 1880 年代、消化

酵素タカジアスターゼを発見、代謝学の進歩に

寄与し、酵素の有効性は日本国内の新聞紙上を

にぎわせていた。日本では脚気の研究が栄養に

関心を持つ研究者を大きく刺激していた頃で

ある。 

 明治末期に京大を卒業した医師、佐伯矩は明

治 37 年に大根から消化酵素ジアスターゼの一

種を発見、大根の栄養をクローズ・アップした。

彼は米国に留学し、医学でなく栄養学を研究し

て学位を取得、帰国後、1914年（大正 3年）に

私立栄養研究所を設立、栄養研究と大衆の啓蒙

を同時に始めた。彼は、米の精白度と消化・吸

収との関係、栄養食や偏食、食物代謝の研究な

どとともに、実践的な栄養化学研究を始めた。

栄養学の講習会を開催、栄養学の普及に努める

とともに、栄養改善運動など実践にも目標を置

いた。現在使われている「栄養」、「偏食」、「栄

養効率」、「栄養指導」、「胚子（芽）米」、「七分

つき米」、などは彼が創作した新しい用語であ

る。この研究所は大正 9年、内務省栄養研究所

として国立となり、わが国の本格的な栄養研究

がスタートした。ここでは応用研究部が設置さ

れ、食品学、栄養・代謝のすべてを研究対象と

し、早くもビタミンＡに就いての国際的研究を

発表、注目されていた。この研究所調査部で

は、調査統計、資料収集、一般講習、展

覧・宣伝など、実践的活動も積極的に実

施し、国際的にもユニークで、注目を集め
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た。彼は同時に栄養学会を創設、栄養学の振興

と普及に尽力し、やがて日本医学会の分科会と

して承認されるに至った。実践活動は関東大震

災の救護活動で多大の成果を上げ評価された。

やがて学童の体位、体格改善のため学校給食を

開始した。米糠の有用性を強調し、精米にはタ

ルクを加えない無砂米として糠を食用とし、胚

芽米も普及して脚気を予防しようとした。つま

り、この活動は世界の先頭に立つものであった。

特に小学生対策は 10 年後、20 年後の飛躍につ

なげようとした遠大な計画である。こうして栄

養運動は机上理論だけでなく、早くから住民へ

の実践活動につながったのである。 
 

食糧生産と消費 

 大正末期から昭和初期の食糧生産と個人あ

たりの消費は増加傾向にあった。 

 生産面では：魚介類は 2倍、鶏卵は 2倍、肉

類も油脂類も 2 倍になっており、供給食糧も、

肉類、鶏卵、牛乳・乳製品、油脂も 2倍になっ

た。もっとも現在に比べれば、絶対量はわずか

である。 

和洋折衷料理 

 民間ではより栄養価の高い和洋折衷料理の

普及がはかられ、新しい献立の開発も自発的に

始まっていた。何よりも日本人庶民の口に合う、

消化できる料理が必要で、肉、西洋野菜など新

しい調理法と献立が増加した。調理道具の開発

もあった。前述したカレーライス、サンドウィ

ッチ、かつどん、ハヤシライスなどはその例で、

簡単で安価であり、消化も悪くなく、普及が早

かった。果物の消費もごくわずかであったが、

改良された柿、桃、蜜柑に加え、葡萄、なし、

さくらんぼ、夏みかん、ネーブル、洋ナシなど

も市場で売られるようになった。魚介類の供給

も増加した。木炭、豆たんの利用から、穴あき

練炭が大正末期に開発、売り出され、短い期間

に全国に普及した。一日中煮炊きができる加熱

源ができたことは、食品の栄養価を高めるだけ

に大きな意義があった。 

 和洋折衷料理は、裕福な階層ばかりでなく、

徴兵訓練を済ませて田舎へ帰った若者、紡績工

場より帰郷した若い女性により、農村に伝えら

れ、栄養を考えた食生活がゆっくりとではある

が普及していったことである。学校教育も衛生

とともに食事の重要性を教え、栄養に関心を持

った若い人口が増大してきた。小学校卒業生は

はじめ年間 50 万前後、大正時代は年間 100 万

を越しているので、大正末期にはゆうに 2000

万を越す若者が新しい食生活傾向をもち、年々

増加していったことは、大きな変化につながっ

たのである。 

 大正時代後半には、日本の産業が近代化し、

経済的にも安定し始めた時期であり、特に世界

大戦の影響をうけて日本の生産、輸出が急増し、

景気がよくなった。企業は大きくなり、俸給生

活者では給料が 3倍近くに上昇、住民の生活水

準も向上していった。政府も民生・福祉面予算

を増加させることができるようになり、徐々に

国民生活の基礎が向上してきた。購入食糧の数

量増加、栄養価を考えた料理、調理の重要性が

次第に民間に定着し始めた。マスメデイアも栄

養や料理を大いに宣伝する時期にはいった。 

食糧需要統計 

 食糧需要に関する基礎統計、1910年をみると、

一人一日、穀類は169.6g、芋類57.0、豆類15.0、

野菜 87.2、果実 8.0、砂糖類 5.4、肉類 1.0、

鶏卵 0.7、牛乳・乳製品 1.1、魚介類 3.7、油脂

0.4 であった。その後の推移は、国民一人当た

りの食糧需給は量的にはあまり変わらないが、

動物性蛋白、脂肪、乳製品が増加の傾向に入っ

たことである。なお、調理に熱エネルギー使用

が増加しはじめたことは、重要であるが、その

影響の研究はまだ少ない。 

 この間の新しい食品関係の新聞記事をぬき

だすと以下のようである。 
 

 カモメソース ハム工場（日本ハム、鎌倉ハム） 

味の素 チョコレート タカジアスターゼ 

 婦人の友が献立コンクール カマボコ ちくわ

増産 太田胃散 キャラメル 家計簿 

 玄米食 一膳飯や コカコーラ  
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などである。 

 

経済成長と国の歳出 

 大正時代初期、多少経済は低迷したが、第一

次世界大戦の影響で経済は大きく成長し、繊維

産業は国際的にも認められる大企業が出現、そ

の他の産業も成長しはじめ、重工業国に変身、

ＧＮＰ、エネルギー消費が急増した。

 

   表６ ＧＮＰ エネルギー消費 人口の増加傾向 

 実質ＧＮＰ（増加率） エネルギー消費（増加率） 人口（増加率） 

1885 1.0  1.0  1.0  

1920 2,035（3.0） 4,378（4.1） 555（1.5） 

1935 3,053（4.5） 6,421（6.0） 693（1.8） 

1941 3,839（5.6） 8,663（8.1） 722（1.9） 

   

  表７ 国の一般収入・歳出 一般会計歳出内訳 会計年度（百万円） 

 行政 国債 軍事 年金・恩給 皇室費 計 

1900 32（1.0） 20（1.0） 26（1.0） 26（1.0） 1（1.0） 82（1.0） 

1925 726（23） 221（11） 444（17） 13（0.5） 5（5） 1,525（19） 

1935 623（20） 372（18） 1,033（39） 174（5） 5（5） 2,206（27） 

 

 実質ＧＮＰは、1920 年には 1885 年の 3 倍、

1910年からは 50％増である。大きな成長である。

以降 1941年まで上昇を続ける。エネルギー消費

をみると、その増加率はさらに大きい。一方、

人口も増加を続け、1935 年には約 7000 万人、

1885年の 1.8倍となった。 

 1925年には 1900年の歳出規模はいずれも 10

倍以上となり、人口増を含めても大きく成長し

たことが分かる。行政費の伸びは 20倍以上で大

きく、また軍事費は 1925年以降も著しく増加し

ている。また国債も 18倍となった。ようやく、

民生、福祉予算も増額されたが、軍事費には及

びもつかない。軍事費抑制は政府内でも議論が

多かったが、日清、日露両戦役での利益が、反

対を押し切ったようである。この間、軍備拡張

に反対する民間人の弾圧が強化されていた。 

 

     

        表８ 軍事費とＧＮＰ 

軍事費とＧＮＰ 億円 ＧＮＰ比（％） 

1926（大正 14年） 15.8 11.9 

1931（昭和 6年） 14.8 14.1 

1940（昭和 15年） 109.8 35.4 

1943（昭和 18年） 380.0 78.5 

1944（昭和 19年） 861.6 151.4 

 

 昭和に入って軍事費はさらに上昇を続けた。

ちなみに、日米開戦前の 1940 年にはＧＮＰの

35％、敗戦の色濃い 1943 年には 78％と信じら

れない予算が国会を通過していた。国の破産を

意味する。昭和 19年では軍事費はＧＮＰの 1.5

倍であった。富国強兵政策の結果である。国民
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も義務教育を通して、国家主義的な考えに洗脳

されたものが増大し、犠牲になっても国に尽く

そうという考えや行動する傾向になっていた

ことを指摘したい。 

 

総死亡率の推移 

 総死亡率は粗な指標であるが、長い期間を比

較するには極めて有用である。ここで国際死因

分類をもとに、総死亡率の推移を見ると、表の

ようである。 

 

表９ 死亡率の動向 

   総死亡率    出生率 乳児死亡率 脳血管死亡率 結核死亡率 がん死亡率 

    10万対      千対       千対       10 万対   10万対     10万対 

1910（明 43） 2,160 35 161 132 230 67 

1920（大９） 2,541 36 166 158 224 72 

1935（昭 10） 1,678 32 107 165 168 72 

1941（昭 16） 1,604 32 84 175 215 74 

 

 この時代の死亡率をみると、総死亡率は、

1910 年から横ばいであったが、1918 年から 3

年間は世界的なインフルエンザの大流行で一

時的に増加、1920 年には 2500（10 万対）を超

えたが、その後は着実に減少に転じ、1935年に

は 1678まで低下した。平均寿命は 1910年から

10 年間で約 1 年延長、1920 年以降はさらに延

長が始まった。出生率もようやく低下しはじめ、

まん延を続ける結核も、1910年代での予防法の

制定と全国的な対策がはじまり、予算も方法も

貧弱であったが、結核死亡率は 1920 年から減

少しはじめた。中高年に多い脳血管疾患死亡率

は不変であったが、肺炎・気管支炎死亡はかな

り減少、多かった胃腸炎死亡率も減少した。す

でに急性伝染病死亡は激減していたので、若年

死亡が減少し、中高年の人口が増え始めていた。

脚気の対策もはじまり、その他ビタミン学の発

達とともに、欠乏症による死亡率も減少し始め

た。寄生虫対策も全国的に展開された。 

 この時期は、日本人の生活水準が漸次改善し、

食生活は豊かになり、昭和 10年までの 15年間

に平均寿命が 3年以上延長した。とくに昭和 10

年前後は昭和元禄と呼ばれ、庶民が生活を楽し

んだ時代でもある。栄養も改善され、労働能力

も向上し、生活も文化的になって、低栄養と貧

困の時代から漸次脱却してゆく。 

 

食品消費の動向 

 食品消費の推移をみると、1930 から 34 年は

鶏卵と魚介類が増加。穀類、芋、豆類は減少、

1935 から 39 年は動物性蛋白、牛乳・乳製品は

若干増加している。 

 昭和時代に入り、国全体の総死亡率、結核死

亡率が明らかな漸減傾向を示したが、疾病分布

も、寄生虫感染症、脚気などビタミン不足病の

減少があり、食生活など生活習慣と密接に関連

した口腔の疾患（ムシバ、歯牙の脱落など）が

減少し始めた。口腔衛生が重視され始めたのは

1920年代後半で、歯磨き体操が全国的に強化さ

れたことが背景にある。トラコーマなど目の疾

患、鼻炎、皮膚病の罹患率も減少し始めた。 

 1920年頃から都市労働者の給与が増加し、各

種の日常生活関連消費が増加した。エンゲル係

数の増加はそれと関連するかもしれない。食生

活内容の改善と食品価格上昇も関連している。

ちなみに 1951 年以降は、物価が異なるが、一

時的にエンゲル係数が急増したことを示し、戦

前に戻るのは 1970 年代である。こうして 1920

年前後から次第に栄養や生活条件は向上の方

向を辿ったことを示している。 
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     表１０ 所得とエンゲル係数 都市勤労者世帯の収入、支出  1ヶ月平均（円） 

 収入 支出 エンゲル係数 世帯人員 

1921 114.8 102.1 28.5％ 4.17 

1926 113.6 102.2 35.8％ 4.20 

1931 86.5 76.3 32.5％ 4.07 

1939 116.4 97.3 41.4％ 4.11 

     

1951 16,532 16,233 51.7％ 4.68 

1960 40,895 35,980 38.8％ 4.38 

1970 115,379 94,303 32.4％ 3.87 

 

健康指標の変化 

身長と初潮年齢 

 発育状態の改善状況を、男子学童の身長の推

移で見ると、1908年の 14歳の身長は男 147cm、

女 143cmであったが、1926年にはそれぞれ 150

と 148 となった。1 年間にもっとも身長が伸び

る最大発育年齢も、1910 年代には 13〜14 歳で

あったが、昭和初期は 11〜12歳に前進し、女性

での初潮年齢でみると、1900年出生者は、15〜

１6歳であったものが、昭和の初期には 14〜15

歳に前進している。栄養が非常に改善した戦後

では、12歳以下にまで前進している。栄養の大

きな影響をうかがい知ることができる。栄養条

件が悪化した戦争時代、特に 1940年前後、女子

の初潮年齢は一時的に後退、高齢化に逆戻りし

ている。この時代は平均身長も小さくなってい

る。一般に田舎では都会に比べ、身長の伸びも

初潮年齢の前進もおくれていた。 

消化器疾患の多発 

 疾病は消化器疾患が多く、市販の胃腸薬の種

類も、販売量も多かった。これは食品の質や調

理法と関係がある。肝臓病は他国に比べ頻度が

高く、また若年に多いのも食生活と関連し、低

たんぱく、低脂肪の食事と関連、貧困がそのベ

ースにあった。寄生虫症も高率だったが、対策

で漸減していった。この間、1930年代まで、平

均寿命は漸次延長している。 

長い戦争の始まり 

 不幸なことに、昭和 6年（1936）に中国大陸

で戦争が始まり、中断することなく継続した。

産業は、軽工業から重工業時代に入り、戦争の

影響を受け、特に重工業の発展は、若い男性の

雇用機会を拡大させた。また第 1次産業従事者

の減少とともに、第 3次産業が発展してきた。

戦争は結果として失業率を大幅に減少させたが、

労働内容が強化され、残業、夜間勤務も始まり、

産業性有害物質への曝露も増加し、健康面にも

新しい障害を加えた。よい面は大企業での健康

保険制度が部分的にもスタートしたことである。

一方、農民は依然として古い労働形態で、労働

負荷は大きく、所得もそれほど上がらなかった。

それに戦争の拡大は青壮年を次々と徴兵され、

労働力が低下していったことである。当時の農

民の社会的地位は江戸時代より低くなっている

感があった。 

 結局戦時景気の拡大は、国民健康レベルを低

下させることとなった。

 
 
 
 

 
 
 
 

 



  日本の唱歌、童謡（５） 
               明治34～37年 

 
 箱根八里  荒城の月  はなさかじじい  おおえやま 
 鳩ぽっぽ お正月 うさぎとかめ 春風 日本陸軍 軍神橘中佐 
  
 
   春高楼の花の宴  めぐる杯かげさして  
   千代の松が枝 わけいでし むかしの光 いまいずこ 
        （詩 土井晩翠  曲 滝廉太郎） 
   うらのはたけで ぽちがなく しょうじきじいさん 掘ったれば 
   おおばん こばんが ザク ザク ザクザク 
        （詞 石原和三郎  曲 田村虎蔵） 
   もういくつ寝ると お正月 お正月には 凧あげて 
   こまをまわして 遊びましょう はやく来い来い お正月 
        （詞 東くめ  曲 滝廉太郎） 
   もしもし かめよ かめさんよ あせかいのうちで お前ほど 
        （詞 石原和三郎  曲 納所弁次郎） 
 
 
 
 
 

 日本の唱歌、童謡（６） 
          明治38～40年 

 
 白虎隊  戦友 一寸法師 美しき天然 だいこくさま 
 青葉の笛  デカンショ節  旅愁  故郷の廃家 
  
 
   ここはお国を 何百里 離れて遠き 満州の  
   赤い夕陽に 照らされて  友は 野末の石の下 
     （詞  真下飛泉  曲 三善和気） 
   ユビニタリナイ イッスンボウシ  チイサイカラダニ 
   オオキナノゾミ  オワンオフネニ ハシノカイ 
   キョウヘ ハルバル ノボリユク 
     （詩 巌谷小波  曲 田村虎蔵） 
   おきなふくろを かたにかけ だいこくさまが きかかると 
   ここにいなばの しろうさぎ かわをむかれて あかはだか 
     （詩  石原和三郎  曲 田村虎蔵） 
 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
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タイプライタ



日本の唱歌、童謡（７） 
       明治41～43年 
 
野なかの薔薇 ローレライ 星の界  ツキ こうま ふじの山   
時計のうた  春が来た  虫の声  田舎の四季 水市営の会見  
われは海の子  鎌倉 
  
 
 
  デタデタツキガ マルイマルイマンマルイ ボンノヨウナツキガ 
   （文部省唱歌) 
  はいしいはいしい あゆめよ仔馬 山でもさかでも ずんずんあゆめ 
   （文部省唱歌） 
  あたまを雲の 上にだし 四方の山を 見おろして 
  かみなりさまを 下に聞く  ふじは 日本一の山 
    （詩 巌谷小波  曲 文部省唱歌） 
  時計はあさから かっちんかっちん おんなじひびきで 
  うごいておれども ちっともおんなじ所をささずに 
  ばんまでこうして かっちん かっちん 
     （文部省唱歌） 
  あれ松虫が鳴いている  ちんちろちんちろ ちんちろりん 
  あれ鈴虫も鳴きだした りんりんりんりん りんりん 
  秋の夜長を鳴きとおす ああおもしろい 虫のこえ 
     （文部省唱歌） 
  道をはさんでは 畠一面に 麦は穂がでる 菜は花盛り 
  眠る蝶々 飛び立つヒバリ 吹くや春風 たもとも軽く 
  あちらこちらに 桑つむ乙女 日まし日ましに はるごも太る 
     （詞 堀沢周安  曲 文部省唱歌） 
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放射線科
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tetsuo
タイプライタ
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Ⅰ-Ⅲ.戦争の時代から敗戦、占領軍時代 
  

 戦争の拡大とともに、工場労働者の賃金は次

第に上昇していったが、数が多い民間の中小企

業の賃金は安く、職場環境はより劣悪であった。

一方、政治、社会情勢は不安定になり、軍部の

政治主導が大きくなり、資材や食糧も民間は欠

乏を訴えることになった。1940年代には戦争拡

大とともに多くの物資を軍部に占有されるの

で、統制経済が強化され、食品は不十分な配給

制度になってしまった。ようやく軌道に乗りか

けた民生福祉は全く後回しになった。これは栄

養の低下につながり、暗い時代が再現されるの

である。一方、国民は失業率が改善されたので、

戦争に対する反対運動が低調になってゆく。 

 

1931年以降の社会的経済的変化の展望 

1931年 満州事変が発生、重工業が発展し、

 男性の工場労働進出が大きくなる。

 収入は若干増加するが、軍事予算

 が急増し、民生・福祉予算が抑制

 される。思想的な弾圧がはじまり、

 偏向した政治社会に向かう。 

1937年 盧溝橋事変から戦争が中国全土へ 

 拡大した。国内ではすべての物資

 が不足し始め、労働条件は厳しくな

 った。思想、言論抑制と報道制限が

 強化され、国の政策協力が至上とな

 ってゆく。失業者は減少しており、

 国民の不満はそれほど大きくなら

 なかった。1940年には紀元 2600年

 祭がおこなわれ、国民の団結と国家

 思想の統一が求められた。物資の欠

 乏は漸次拡大し、食糧購入も不自由

 になった。 

1941年 英米との戦争に突入すると、思想・

政治活動がさらに制限され、言論の

自由は失われ、強い国家統制の時代

に入った。食糧の配給制度が拡大し、

日常生活物質は欠乏が続いたので、

国民の栄養は劣化、やせた日本人に

なった。洗脳教育と官憲の弾圧は、

国民を沈黙させ、忍従を強いること

となった。  

 

厚生省の新設 

 政府の健康対策として、厚生省を設立、健康

保持増進をはじめたが、基本的な食糧不足や環

境衛生は改善されず、国民の体力は低下した。

1936年以来、母子保健法、保健所活動、農村対

策｛愛育村｝などモデル授業がはじめられた。

国民体力法、乳幼児健診法が発令されたが効果

は限定していた。1942年にはいると、妊婦手帳

制度採用などで母子保健を強化しようと試み

られたが、その効果は分かっていない。保健所

の機能向上は掛け声だけで、予算と物資、人材

は不足で効果はあったとしても局所的であっ

た。 

 一方、人手不足の農村では生産量もふえなか

った。人手や肥料などが慢性的に不足、労働時

間も延長した。闇市場が公然となり、不安定な

社会に、精神心理的障害も増大した。人手不足

を補うため、学生や中学生徒も農村の援助にか

り出された。新生児の出生時体重は減少してお

り、小学生の発育不良が目立つようになった。

青年、成人の体重減少が記録されたのは 1940

年前後からである。結核は蔓延し、平均寿命は

延長しなくなり、やがて短縮し始めた。 

 つまり大正時代以来改善をつづけていた健

康指標は、戦争開始後、短期間で悪化の方向に

向かったのである。

 

 

 

 

 

 

 

放射線科
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戦争末期と戦後の食生活 

 

戦争末期の食糧配給状況 

戦争末期と敗戦後数年間は極めて劣悪な食

糧事情にあった。その実態を食糧配給統計から

見てみたい。 

 

   表１１ 戦争末期の食糧事情 

 食糧事情 

1940年 2月 

（昭和 15年） 

食糧配給制度 公布 

配給米に外米混入 妊産婦・幼児 特別配給、砂糖購入制限 

1941年 4月 

米穀配給通帳 一人 1 日 2合 3 勺（330グラム） 

米：国家買い上げ（米穀国家管理要綱） 魚肉や卵も配給制 

野菜不足が深刻化、 学校給食奨励規定（虚弱児、貧困家庭に給食） 

1942年 

食糧管理法、 農業生産奨励規則 

食塩、味噌・醤油配給制、 闇市場拡大（魚肉、野菜、乾物の 45-49％） 

米の一部代用で馬鈴薯配給、都市近郊の買出し禁止 食糧自給態勢強化 

自作農（農家以外の人の農業）の奨励、 都市学童の疎開開始 

1944年 
学童 500万人食糧増産協力、農学部学生食糧増産隊幹部となる 

料亭、バー、酒店閉鎖、 雑炊食堂開設、 砂糖配給停止 

1945年 米収穫は大凶作で、推定 6000万トンでこれは平年の 40％減少 

 

 

戦争関連の死亡状況 

 戦争による死亡者は、1937 年から 1945 年の

間で合計、軍人、軍属、戦傷死、約 200 万人、

一般人約 100万人と推計されている。1944年か

ら 45年の国内の一般住民の過剰死亡(予想以上

の死亡)は大きく、そのため平均寿命は、男 30

歳以下と著しく低下した。なお、空襲などによ

る国民の財産焼失は、国富の 40％に当たるとい

う。その実態を示す統計資料は殆ど焼失、焼却

され、詳細は分からず、またこれは殆ど政府な

どから保障されていない。 

 民生・福祉、健康対策が劣化すれば短期間に

健康状態が低下することを如実に示したわけ

である。 

 

敗戦後の食糧供給 

 戦争は終了し、人々は死を含む厳しい精神心

理状態から解放された。しかし食糧補給は極め

て劣悪な条件にさらされた。以下が記録からみ

た実態である。 
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  表１２ 敗戦後の食糧事情 

 食糧事情 

1945年 7月 米配給 2合 1勺、労務特配停止 

8月 食糧確保緊急処置 

9月 一人 1日 1551カロリー案ＧＨＱへ提出 闇市｛東京｝始まる 

10月 ＧＨＱに食糧輸入申請 

11月 輸入許可 上野駅で餓死増加 

12月 東京都 国民栄養調査実施 旧陸軍からの押収米 130万石放出 

1946年 1月 小麦粉 900トン マニラから輸入 

3月 小麦 2.5万トン 米国から輸入 東京闇市 6 万店、都市転入制限 

4月 配給米遅配（平均 3.7日）、米よこせメーデー 

6月 米遅配（18.9日） 

10月 農地改革法 

11月 配給米：2合 5勺に増加、豊作予想 甘藷も豊作 

12月 大蔵省 実態調査 国民一人 1日 1380カロリー、エンゲル係数 70％ 

サラリーマン 1900カロリー 

1947年 1月 米の供出成績が悪い 政府強権発動 

6月 米の遅配 13.2日（東京） 9.7日（名古屋） 7.1日（大阪） 

7月 遅配 20 日を越す 栄養失調増加｛山口検事｝ 

11月 遅配解消 

1948年 3月 米の配給が安定継続が可能と予測 

8月 ＧＨＱ 日本人摂取カロリー 1300-1440カロリーと発表 

10月 食糧事情好転 果物の統制令撤廃 砂糖輸入量増加 

1949年 野菜の統制 撤廃 

 

 1944年までは食糧不足とはいえ、配給制度が

一応維持され、社会秩序も保たれていた。低栄

養ではあったが、死亡率もそれほど大きく上昇

しなかった。伝染病の大流行もなかった。ただ

結核死亡だけは増加していた。 

敗戦直後は政府も自由な政策がとれず、食糧

をめぐって社会的混乱が大きくなった。人々は

闇市場で食品を購入してしのいだが、それがで

きなかった低収入者、老人・母子家庭などでは

栄養障害が目立ち始めた。食・住を求めて都市

から田舎へ疎開した人々は、劣悪な住居で、食

生活も思うに任せず、従来よりも貧しい生活に

甘んじた。生活環境に適応できぬものもあり、

心身共に消耗した。一方、都市残留者も食糧不

足は厳しく、戦災で住居も荒廃、仮設住宅や防

空壕暮らしも多かった。食糧事情は田舎よりひ

どかったので、多くの人々が栄養障害に陥り、

一部に栄養失調症が出現した。 

 

栄養失調症の増加 

 栄養失調症は特異的な病であるので、当時の

の概要をここに要約する。戦争末期にいわゆる

栄養失調症が増加したので、政府は研究委員会

を発足させた。しかし、研究会が開催されたの

は戦後である。委員長の坂口康蔵教授（東大）

は栄養失調症という病名はなく、診断基準も不

明確であるが、実際に患者は発生しており、委

員会では仮にこの栄養失調症という俗名を使

い研究、議論するといって会議を始めたとある。

こうした困難な事態のなかで、班員の京大井上
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硬教授は詳細な調査・研究を行い発表をした。

対象は京大内科の症例で、要約すると：栄養失

調症はビタミンや鉄欠乏症ではない、低栄養に

起因するとしか考えられない疾患である。栄養

失調症患者は昭和 17 年から受診しており、18

年から急増、20 年にピークに達し、21 年以降

もかなりの数があった。これは特異的な症状、

徴候を持っている独立疾患である。栄養失調関

連症候は以下のようである。 

・ やせ、貧血、口角炎、口内炎、舌炎、毛

孔性角化症 

・ 浮腫、徐脈、膝蓋腱反射消失、角膜乾燥

症 

・ 慢性下痢、月経遅延、無月経、母乳分泌

不足、骨発育不全 

・ 倦怠感、疲労感、手足の冷感、皮膚の変

化、皮膚角化症 

・ むくみ〔顔、ついで四肢〕、呼吸数減少、

低体温、低血圧、多尿 

・ 精神症状（睡眠障害、頭痛、めまい、耳

鳴、記憶力低下） 

この研究報告に基づき診断基準が設定され、実

態と対策の研究が始まった。 

 坂口康蔵委員長（学研栄養失調症研究委員会）

は短期間に疾患の特性の報告を命ぜられ、以下

のように答申している。 

 栄養失調症は従来から考えられる医学的な

特異的症状、徴候がなく、病理学的にも特徴が

乏しい。原因は食物にあると思われるが、特定

できない。発生機序も不明である。もっとも、

食糧を補給すれば軽快し、また予防も可能であ

る。患者には輸血が有効であるが、それ以外は

非特異的（栄養の確保）治療では効果は少ない。

しかし血液の確保は不可能である。 

 かって、戦争栄養失調症、不馴化性全身衰弱、

（戦争）浮腫症（欧州）などの病名があったが、

それと同様な疾患である。 

 研究員の研究結果として、摂取エネルギーの

不足、特に蛋白質の質的適量不足が原因のよう

である。 

 臨床診断は、まず除外診断としてビタミン不

足があるが、ビタミン不足とは別の疾患である。

また、慢性伝染性疾患、消化器疾患（潰瘍など）、

肝硬変、その他内臓疾患、神経衰弱、徐脈性低

血圧とは異なるものであるとしている。 

  

 栄養失調症は日本の軍隊でより早く出現し

ていたことも明らかになった。軍隊での栄養失

調症に就いても短くふれる。 
 

軍隊での栄養失調症 

1. 陸軍では中国で昭和 13 年からこの疾患が

観察、報告されている。内地でも戦争末期

に初年兵に多く見られた。海軍航空隊では

摂取カロリーが多いのに冬期に 6,000 名の

栄養失調患者があり、うち 500 名が死亡し

た。戦争末期の南洋諸島では昭和 20年に栄

養失調症で多数が短期間に死亡した。民間

では拘置所での拘禁者で多発した。1942年

ガダルカナルでも栄養失調患者は多かった。 

2. 太平洋の孤島での栄養失調症：食料の補給

が途絶えた島々では、戦争末期に栄養失調

症が増加、多くが死亡した。 辻の報告で

は、1944年後半は海軍も戦闘できる軍艦を

失い、太平洋の孤島パラオに駐留した部隊

では、やがて食糧を自給せねばならなかっ

た。タロ、タピオカ（キャッサバ：青酸を

含むので処置が必要）、甘藷を栽培し主食と

した。南瓜、やし油、魚介類のほか、カタ

ツムリ、トカゲ、蛇、ネズミを食べた。ま

た、野草（バナナ新芽、パパイヤ茎、など）

など、食べられるすべてを食料とした。し

かし、1945年には、さらに食料不足になっ

た。1945年 1月から 9月には 8,200名のう

ち 1,151 名が栄養失調症と考えられる病で

死亡（11.3％）、その他の病死は 4.2％であ

った。食糧端境期の 4月より患者は急増、7

月にピークを迎えた食糧供給は 4 月には

1,312 カロリー、5〜6 月は 1,100 カロリー

に減少、7月は 600〜700カロリーになった。

8月は多少回復 1,218カロリーとなったが、
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9 月は 840 カロリーと低下、帰国を前に犠

牲者が増えた。なお、発病から死亡までの

期間は平均 47.6日、6月以降は罹患日数が

増加、年齢別では、20歳代の兵士に多かっ

た。一方、パラオの陸軍部隊でも患者はあ

ったが、栄養失調症死亡頻度は 6〜7％で低

かった。これは自給体制が早かったので、

食料の調達が 1 日 1,200 カロリーを維持で

きたためという。 

3. 国内の軍人の栄養失調症：国内の軍人は、

主要食糧補給は充分だったので、基本的な

食生活は維持できた。しかし、海軍航空隊

の水兵には高率に栄養失調症が多発し、死

亡者も多かった。これは猛烈な訓練が原因

で、肉体的消耗と精神的ストレスが大きく、

それに、寒冷が関連して発生が多発したと

推定された。陸軍でも内地で、初年兵の栄

養失調症が報告されている。 

 

全国栄養失調症死亡数の推移 

 戦後、国内では栄養失調症が流行的に多発し、

多くが栄養失調症の病名で死亡した。国の死亡

統計によると死亡数は以下のようである。 

 栄養失調症の死亡は 1945-46年が最も多かっ

たが、記録は乏しい。1947 年の記録は 7,476

例であり、その後の減少傾向から推定すると

ピーク時は 1,500 例くらいあったかもしれな

い。医師の診断もなく死亡した例も少なくな

い。また、驚くことに戦後 10 年経過しても、

この特殊な死因は継続していた。住民は経済

的にも生活様式にも階層差があり、特異的な

生活習慣や考え方もあるので、対策効果も多

少の時間的ずれはあるが、これほど長く悪影

響が続いていたとは信じられないくらいであ

る。国全体の健康水準の改善がいかに難しい

かを示す悲しい例であろう。 

 

 

 

 表１３ 栄養失調症 死亡数の年次推移 

年次 死亡数（例）   

１９４７年 7,476 

１９４８年 3,474 

１９４９年 2,723 

１９５０年 4,680 

１９５１年 2,299 

１９５２年 1,767 

１９５３年 1,782 

１９５４年 1,491 

１９５５年 1,177 

１９５６年 1,166 

１９５７年 1,130 

１９５８年 947 

１９５９年 866 

１９６０年 754 

 

脚気 

 栄養失調にならなくても偏った栄養による

疾患も少なくなかった。特に脚気はわが国固

有の病であったが、昭和に入り減少を続けて

いた。しかし、戦後、再びかなりの死亡者を

出したことは異常な生活環境が生み出した犠

牲である。以下、統計記録での死亡数の推移

を示す。 

 1947 年の脚気死亡数は 8,596 例で、栄養失

調症より多い。戦争中より、配給米を自宅で

精白して白米食を食べる習慣があった。戦後

も続き、米の配給が確保されるとさらに白米

食の量が増加した。副食が少なかったことも

ビタミン不足の原因であった。診断された死

亡数が 1,000 例を割るのは 1956 年である。昭

和初期の全国的な衛生教育も忘れられ、戦後

は健康教育の余裕はなかった。白米食を好む習

慣が、食糧難時代に及ぼした影響は長く教訓と

せねばならない。年齢別の分布は検討できなか

ったが、戦後の経済的な弱者が犠牲になったの

であろう。皮肉なことに、1947年以降は、わが

国の平均寿命は延び続けているので、一部の

人々だけが特定の期間にひどい被害を受けた
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わけである。もっとも明治、大正であれだけ犠

牲者を出して、対策が確立した病が、敗戦とは

いえ、全く対策を忘れてしまったことは、疾病

予防の難しさを物語っている。 

 

  表１４ 脚気死亡数の推移 

年次 脚気死亡数（例）  

１９４７年 8,596 

１９４８年 6,281 

１９４９年 5,562 

１９５０年 8,968 

１９５１年 3,202 

１９５２年 2,413 

１９５３年 1,908 

１９５４年 1,533 

１９５５年 1,126 

１９５６年 957 

１９５７年 746 

１９５８年 580 

 

敗戦後の死亡状況 

 1945、46 年の死亡統計はないが、1945 年は

非常に高かったことはすでに述べた。1946年か

ら急激に減少し始めたようで、以降、さらに減

少、1947年には 10万対 1,457で 1942年よりも

低くなり、1950 年には 1,088 と 3 年間に 35％

減少している。戦前最も高かった結核死亡率は、

1944〜1945 年推定 10 万対 300 と著しく高率で

あったが、急激に減少に転じ、1947年には 187

と激減、その後も引き続き減少している。戦後

5 年間、特異的な抗結核薬は高価で殆ど利用さ

れておらず、減少理由は十分研究されていない。

戦争末期の約 2年間は、食糧難、生活環境の悪

化、看護不足、精神的ストレスなどが、予後を

悪化させ、予測よりも早期に死亡したと推定さ

れる。予測よりも早いいわゆる過剰死亡者があ

れば、その後、その分だけ死者が減少するとい

う説がある。その上、戦争終了は生活状態が平

時に戻り、精神心理的な重圧から開放される。 

食事の改善はなくとも労働は減少しており、患

者は看護、介護改善と、精神的安堵により、予

後が改善する可能性は高い。感染性患者数の減

少は排菌量が減り、結核新発生率を低下させる

わけである。これも戦後の死亡率低下継続の一

因である。戦前からの結核予防対策の効果も重

なったとの考えも重要である。平和というだけ

で、疾病構造も急変させうるわけである。 

敗戦後にとられた民生・保健・福祉対策の拡充

が、死亡率減少に貢献したのは言うまでもない。 

 

敗戦時の国民の健康状態 

 国民の健康状態は数年前から漸次悪化して

いた。それは、成人の平均体重が、半数以上で

著しく減少し、痩せ型が普通であった。学童の

体位、体格の劣化は多くの記録が残っており、

戦時中回復しなかった。敗戦年は特にひどくな

った。工場従業員も同様であった。 

 戦時体制から開放されると、政府は食糧確保

が最優先と可能な限りの対策をとったが、同年

は大不作の年であり、戦時中の食料配給量もま

もることが出きなかった。就労できるだけの総

カロリーの確保のために、政府は占領連合軍最

高司令部（ＧＨＱ）に食糧援助を陳情した。Ｇ

ＨＱは科学的な住民の栄養調査を実施しその

実態を確認したら考慮するとの回答を得て、 

同 20年 12月、東京都は困難な情勢のなか、約

3.2 万人の大規模な詳細な栄養調査を実施し、

都民の低栄養状態を報告した。翌年 2月には大

阪、名古屋、福岡を含む 9大都市と一部の田舎

で実施、5 月、8 月、11 月と継続して、食糧自

給と低栄養の実態を報告した。そうした実態と

政治的な配慮から敗戦国ではあるが、ＧＨＱは

日本への外国からの食糧援助実施を決定した

とある。以後援助は続き、食糧危機を脱した。

翌 21年の秋、米収穫量は年並みであったので、

配給制度を維持でき、餓死を最小にできたとい

われる。この時期実施された国民栄養調査は非

常に重要と確認され、調査はその後毎年おこな

われるようになった。国全体の平均的な栄養摂

取量の推移が明らかになることは大きな情報
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で、他国になかった継続調査が始まったわけで

ある。 

 

敗戦後の死亡率の減少とそれを促進した要因 

 敗戦後は、ＧＨＱによる積極的な保健衛生対

策の改革が大きな影響を及ぼしたことは間違

いない。ＧＨＱは日本の法規を国民生活の改善

を基礎にするよう変更させ、それに沿い必要な

予防・衛生・福祉及び労働政策を実施させた。

日本の高い死亡率の背景には貧困、低栄養のほ

か、公衆衛生思想の欠如があり、公衆衛生体制

の確立が最優先するとして、厚生省に公衆衛生

局を設置、保健所の機能強化、栄養局を設置し

て国民栄養の保全をはかった。これには前述の

国民栄養調査の継続実施と評価、食品の管理も

含まれた。医科大学に新たに公衆衛生講座を新

設させ人材の養成が始まった。厚生省には福祉

局も設置、医療ばかりでなく生活面の具体的な

対策の実施を命じた。労働法を改正、労働基準

法が制定され、安全な施設・設備の整備、労働

災害予防、不当な労働排除、健康保険の確立な

どをはじめた。もちろん、流行する伝染病の防

疫、予防は優先され、母子衛生も重視された。

これらは日本人の栄養や健康水準を高めるの

に大きな貢献をしたと考えている。疾病面では

医療制度、医科大学の改革、インターン制度採

用、医師国家試験改革、医療機関の整備、病院・

診療所などシステムの近代化と監査、看護制度

の改革などにより、疾病対策の充実を図った。

学童・生徒など学校保健の制度改革も大きな変

革である。ＧＨＱの対策はいろいろ批判はある

が、因習的な日本社会に実質的な変革を短期間

に実施させたわけで効果的であった、その合理

性に住民の評価は高かった。 

 

わが国の政府による対策 

 日本の政府も説得力のある占領軍の政策を

理解し、忠実に積極的に実行し、その障碍とな

る法規や組織を改編させていった。結果として、

保健・福祉対策は急速に充実していたので、政

府に対する国民の信頼は回復していった。住民

中心の施策がこれほど早く実現したのは明治

以来初めてである。住民の協力も大きかったの

で効果はより大きくなった。この詳細は既に多

くの報告にあるので割愛する。大変な時代を経

験したわけである。 

 



 日本の唱歌、童謡（８） 
    明治４４年 
   
日の丸の旗  鳩  人形  かたつむり  牛若丸 
桃太郎  池の鯉  二宮金次郎  浦島太郎 
案山子  紅葉  木のは  雪  犬（ポチ） 田植 
  
 
  わたしの人形は よい人形 目はぱっちりと いろじろで 
  小さい口もと愛らしい わたしの人形は よい人魚 
   
  でんでんむしむしかたつむり お前の頭はどこにある 
  角だせ 槍出せ あたまだせ 
  
  出てこい出てこい 池の鯉 底の松藻の茂った中で 
  手のなる音を 聞いたらこい 聞いたらこい 
  
  秋の夕日に 照る山紅葉 濃いも薄いも 数あるなかに 
  松をいろどる 楓や蔦は 山のふもとの 裾模様 
  
  雪やこんこ霰やこんこ  降っては降っては  
  ずんずん積もる 山も野原も綿帽子かぶり 
  枯れ木残らず 花が咲く 
          （いずれも文部省唱歌） 

 日本の唱歌、童謡（９） 
           明治45年～大正元年 
    
   茶摘  汽車 村祭  鵯越 広瀬中佐 村の鍛冶屋 春の小川 
  
 
     夏も近づく八十八夜 野にも山にも 若葉が茂る 
     あれに見えるは 茶摘みじゃないか あかねだすきに 菅の笠 
           （文部省唱歌） 
     村の鎮守の 神様の 今日は めでたい お祭り日 
     どんどんひゃらら どんひゃらら  どんどんひゃらら 
     どんひゃらら  朝から聞こえる 笛太鼓 
         （詞 葛原 幽  曲 南 脳衛） 
     春の小川は さらさら流る 岸のすみれや れんげの花に 
     においめでたく 色うつくしく 咲けよ咲けよと ささやく如く  
         （詞 高野辰之  曲 岡野貞一） 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
30



  

日本の唱歌、童謡(（１０） 
        大正２～４年 
    
早春賦  鯉のぼり  海  城ケ島の雨  児島高徳  朧月夜 
故郷  四季の雨  管公  冬景色 
  
 
 
  甍の波と 雲の波 重なる波の 中空を 橘かおる 朝風に 
  高く泳ぐや  鯉のぼり 
   
  松原遠く 消ゆるところ 白帆の陰は浮かぶ 干網浜に高くして 
  鴎は低く 波に飛ぶ  見よ昼の海  見よ昼の海 
          （いずれも文部省唱歌） 
  兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川  夢は今もめぐりて 忘れがたき故郷 
          （詞 高野辰之  曲 岡野貞一） 
  さ霧消ゆる 湊江の  舟に白し 朝の霜 ただ水鳥の声はして 
  いまださめず  岸の家   
          （文部省唱歌） 
 
 
 
 

日本の唱歌、童謡（１１） 
       大正５～８年 
 
電車  浜辺の歌  宵待草  金魚の昼目 お山のお猿 
かなりや  雨  靴がなる  浜千鳥 
  
 
 
  チンチン電車が 動き出す ゴウゴウ町の真ん中を 
  走ってゆきます  チンゴウゴウ 
          （詞 葛原 幽  曲 小松耕輔）   
  赤いベベきた 可愛い金魚 お目めをさませば ご馳走するぞ 
          （詞 鹿島鳴秋  曲 弘田龍太郎） 
  唄を忘れた 金糸雀（カナリヤ）は 後ろの山に すてましょか 
  いえ いえ それは なりませぬ 
          （詞 西條 八十 曲 成田為三）  
  雨が降ります 雨が降る  遊びにゆきたし 傘はなし 
  紅緒の木履（カッコ）の  緒がきれた 
          （詞 北原白秋  曲  弘田龍太郎） 
  お手手 つないで  野道を行けば  みんな可愛い 小鳥になって 
  唄をうたえば  靴が鳴る  晴れたみ空に 靴が鳴る 
          （詞  清水かつら 曲 弘田龍太郎） 
 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
31

tetsuo
タイプライタ
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Ⅰ-Ⅳ.独立後からの保健；厚生対策  
 

 1958年平和条約が結ばれ、わが国は独立した

政府を持った。新しい日本政府は各種の保健衛

生、福祉の実態を把握しながら、より効果的な

対策を多面的に実施する努力を続けた。医療施

設の充実、医薬品管理のほか、労働環境の整備、

労働衛生、学校保健など、できることから精力

的にすすめた。 

 

国民皆保険法  

健康面で特記すべき事件は、1959年の国民皆

保険法の成立であろう。これは 1961 年から実

施され、国民に安堵感を与えた。医療受診率を

大幅に上昇させ、予算が急増したが、幸い、産

業は高度成長期にはいり、雇用の拡大や所得倍

増に向かい、医療費も安かったので、その負担

増はあまり目立たなかった。経済の成長は食料

の自由な輸入を促進し、食料の量的不足という

問題は解決した。医療保障、医療体制の充実と、

医学・医療の急激な進歩も死亡率だけでなく、

栄養や健康度の向上に大きく寄与した。かくし

て平均寿命は年々上昇し、1947 年の、男 50.0

歳、女 53.96 歳から、1960 年 男 65.3 歳、女

70.2 歳と急上昇し、女子は 70 歳を超した。そ

して 1971年には男も 70歳を越し、女子は 75.6

歳となった。 

 

食料受給の変化 

戦前と戦後 1945—50 年、1970-74年の食糧受

給、食生活など健康関連を表示する。 

     表１５ 年度別供給食料の量的変化 一人一年あたり供給純食料の増減比 

1910—15年（1.0）に対し 1935-39年（1.0）に対し 

年度 1935-39 1945-50 1970-74 

穀類 0.93 0.93 0.80 

芋類 0.46 2.14 0.62 

豆類 0.55 0.20 1.18 

野菜 0.84 0.79 1.56 

果実 2.52 0.55 2.04 

鶏卵 3.29 0.21 0.63 

牛乳・乳製品 3.18 0.94 14.71 

肉類 1.79 0.65 6.57 

魚介・海藻 3.84 0.80 2.44 

砂糖類 2.30 0.22 2.21 

油・脂肪 2.50 0.50 10.50 

 
表に見られるごとく、戦後数年間の食料供給量

は多くはなく、特に動物性蛋白と脂肪摂取量は

低かったが、それでも 1947 年以降は、空腹感

が解消しつつあった。 

 大正時代に比べると、昭和初年は穀類、芋類

の消費量の減少と、果実、牛乳・乳製品、肉類、

魚介類、油・油脂、砂糖類の増加があった。敗

戦直後を昭和初期と比べると、芋類の急増以外

はすべて昭和初期を大きく下回っていた。食糧

供給が 1935〜38年を上回るのは 1955年からで

あり、1960 年代には各種食品が増加し、特に

1970 年代に入り、動物性食品が全体的に急増、

果実も野菜も増加し、基準的な栄養素摂取レベ

ルに達した。輸入食料も 1975 年には相当量に

達し、小麦、大豆、肉類は 1975 年頃から大部

分が輸入に依存するようになった。 
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 表１６ 輸入食品（千トン） 

輸入食品 1950年 1975年 2000年 

小麦 1,673 5,715 5,688 

大豆 209 3,334 4,829 

肉類 1 731 2,755 

 

 わが国の一人一日の摂取栄養量の変化は以

下のようである。 

 総エネルギーはこの 30 年間あまり変わらな

い。動物性たんぱく質は 1960 年以降に増加が

始まっている。脂質、カルシウム摂取も 1960

年から急増傾向にある。1980 年は何れも所用量

を上回るようになった。ビタミンＡが 1970 年

以降に増え始め、Ｂ、Ｃは一旦減少したが 1980

年には増加した。総エネルギー中に占める穀類

の比率が 1960 年以降減少傾向にあり、動物性

たんぱく質、動物性脂質の占める割合が増加傾

向にあり、1980 年には脂質の増加が目立った。

なお、個人差が大きくなったことは注目される。 

 

    表１７ 摂取栄養量の年次推移 

 年次 

 1950年 1960 年 1970年 1980年 

エネルギーkcal 2,098 2,096 2,210 2,119 

たんぱく質 g 68 69.7 77.6 78.7 

    動物性 17 24.7 34.2 39.2 

脂質 g 18 24.7 46.5 55.6 

無機質     

カルシウム mg 0.27 389 536 539 

ビタミン     

   Ａ mg — 1.084 1.536 1.986 

   Ｂ mg 1.52 1.05 1.13 1.37 

   Ｃ mg 107 76 96 123 

 

 

  表１８ ＧＮＰ、エネルギー消費、人口 

  実質ＧＮＰ（10億円）       エネルギー消費 人口 

     1990年価格       千 Kcal/person 万人 

1943年 38,716（1.8） 7,908（1.8） 7,330（0.9） 

1947年 21,972（1.0） 4,430（1.0） 7,810（1.0） 

1950年 29,819（1.4） 5,744（1.3） 8,320（1.1） 

1960年 72,776（3.3） 10,791（2.4） 9,342（1.2） 

1970年 190,076（8.7） 30,546（6.9） 10,467（1.3） 
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戦後の経済成長 ＧＮＰ、エネルギー消費など 

人口の増加に比べ、ＧＮＰの増加ははるかに

大きく、エネルギー消費量も特に 1960 年から

増加し、1970年には 7倍近くになっている。 

 

政府の政策内容を示す予算構成 

    表１９ 一般会計 （億円） 

 
教育費 国土保全費 社会保険 

軍事費（防衛

費） 

1934-36 1.53 1.69 0.34 10.23 

1955 1,249 1,321 1,400 1,360 

1965 4,718 7,143 7,328 3,069 

1980 45,593 57,635 92,598 22,529 

  

 戦前とは予算規模が異なるので、直接比較は

できないが、社会・福祉の予算はきわめて大き

くなっており、軍事費は 1％以下に抑えられた

ので、戦前は少なかった民生、福祉、保健関係

費は 1980 年には軍事費の 10 倍以上になった。

社会保険も軍事費の 4倍以上である。 

 

 

労働条件と職業別人口の変化 

健康に密接に関連する労働条件は、敗戦後、

大きく改善されたことは前述した。全体に肉体

労働から精神的労働に大きく変化し、また第一

次産業も労働負荷が著しく軽減した。肉体的負

荷の軽減は健康障害の頻度に大きく影響して

いる。もっとも精神心理的作業による健康障害

は増加し始めた。 

 

表２０ 職業別人口 千人 

 １９２０ １９５０ １９８０ 

総計 27,261 35,626 55,665 

農林漁業 14,856 17,017 5,996 

 54.4％ 47.7％ 10.7％ 

技能工・生産過程 5,407 7,943 17,205 

 19.8％ 22.2％ 30.9％ 

 

    表２１ 産業別就業者の割合 ％            10月 1日国勢調査 

 １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ １９９５ 

第 1次産業 32.7 19.3 10.9 9.1 6.0 

第 2次産業 29.1 34.0 33.6 33.3 31.6 

第 3次産業 38.2 46.6 55.4 59.0 61.8 

（公務員） 3.0 3.3 3.6 3.3 3.4 

戦前は農林漁業など第 1次産業就業者が 54.5％

と過半であった。これが 1950 年一旦増加した

が以後急激に減少した。そして工場など生産業

務の従業員が増加し、30.9％となった。サービ
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ス業は約 1/4 であったが、小規模であったが、

大企業に併合され職務内容も変わった。 

 

医療システム、医療制度、医療従事者数 

 医療面の動向に就いては、あまり触れなかっ

た。戦前は西洋医学による医療の普及が図られ

たが、十分でなく、伝統的な医療も残っていた。

近代医療は高額であり、また健康保険制度も極

めて限局されていたからである。1930年代、戦

時体制に入り、住民の多くが政府や大企業の産

業に従事するようになり、健康保険が適用され

たので、健康保険人口が増加し、医師受診率は

漸次上昇してきた。 

 戦後は、ＧＨＱによる社会保障制度の基礎が

つくられ、母子保健、精神障害者対策も改善し

た。戦後に、医療の機会均等が叫ばれて、1959

年国民皆保険法が制定され、1961年から実施さ

れたことは前述した。医学・医療の大きな進歩

もあり、医療施設・設備の改善、充実が急がれ

た。急増した患者を診療する医師数の増加傾向

は以下のようである。 

 

  表２２ 医師・看護師数の増加 1955から 1990 年 

年次 医師数（名） 看護師（名） 

1955年 94,563 129,860 

1960年 101,449 185,592 

1965年 109,369 245,211 

1975年 132,479 361,604 

1980年 156,235 487,169 

1990年 211,797 744,301 

 

 

 医師は 1975年から増加し始め、この 25年間

に 2倍となった。看護師は 1960年より増加が

始まり、1980年代に急増、25年間に 6倍以上

になった。国民皆保険による医療システムの変

化を敏感に反映している。それでも充足したわ

けではなかった。 

 

国民医療費の推移 

 

            表２３ ＧＮＰに占める国民総医療費 

年次 国民医療費 割合 ＧＮＰ 

 億円 ％ 億円 

1955 年 2,388 2.4 96,705 

1965 年 11,224 3.3 336,730 

1975 年 64,779 4.3 1,522,094 

1985 年 160,159 3.0 5,253,705 

 

 

 国民総医療費は皆保険前の 1955年に比べ、

1985年には 80倍になっている。幸いなことに

ＧＮＰの増加が急激であり、総医療費の占める

比率は 3％前後に留まっていた。 

 まとめると、大成長を続ける社会・経済条件

の背景の下に、食生活は改善し、生活水準は向

上し、医療技術も医療保障も漸次レベルアップ

し、低栄養を脱し、平均寿命は延長した。そし

て過剰栄養が問題となる時代に入ってゆく。保

健対策、教育水準、労働改善、余暇、住宅、そ

の他社会生活の実態は 1960年から約 15年間に

かなりの変化があった。 

 

保健対策や日常生活の改善傾向(表 24) 

 各 5年間の改善・向上度を測定すると、「健

康増進」では 1960-65 年の 1.5％から 1970-75

年の 6.8％と 4 倍強になっており、「公衆衛生」

は 9.5から 17.0と倍増、「住宅条件」は 6.8か

ら 69.1と 10倍、「労働条件」、「収入・消費」

は改善しつつも改善の度合いは減少し、限界が
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予想された。注目すべきは「犯罪・暴力」で 1970

年代には 38.5％も改善していることである。ま

た、社会階級の上昇度は 1970 年代までは増加

したが、以降減少の傾向が見られ、1980年代か

ら頭うちになったが、すべての住民が中流レベ

ルで満足する状況になった。 
 

     表２４ 生活条件の向上・改善 各 5年間の上昇率 経済計画機構（１９７４） 

項目 期間 

 1960-65年 1965-70年 1970-75年 

健康増進 1.5％ 2.7％ 6.8％ 

公衆衛生 9.5 19.8 17.0 

教育活動 29.8 18.9 25.5 

雇用・労働条件 26.4 27.8 19.0 

余暇 26.6 38.2 33.0 

収入・消費 16.6 16.3 12.0 

住居条件 6.8 18.5 69.1 

家庭内活動 5.8 4.7 3.6 

社会階級の変化 16.6 8.0 -5.5 

犯罪、暴力の減少 -1.7 10.6 38.5 

平均（算術平均） 14.3 16.2 22.4 

指数（幾何平均） 13.7 15.7 20.7 

 

消費の拡大傾向 

 

 

    表２５ 一世帯あたりの消費・支出の内訳 金額（円）｛全国勤労世帯 各 1ヶ月平均｝ 

 1970年（Ａ） 1990年（Ｃ） Ｃ/Ａ（倍） 

食料 26,606 79,993 3.0 

住居 4,364 16,475 3.8 

光熱・水道 3,407 16.797 4.9 

家具・家事用品 4,193 13,103 3.1 

被服・履物 7,653 23,902 3.1 

保健医療費 2,141 8,670 4.0 

交通・通信 4,550 33,499 7.4 

教育 2,212 16,827 7.6 

教養・娯楽 7,619 31,761 4.2 

交遊費 6,323 28,630 4.5 

計 82,582 331,592 4.0 

 1970 年以降、全国勤労世帯の消費、支出を

1970年と 1990年の 20年間の変化を比較すると、

食費、住居、光熱・水道、保健医療費はすべて

3 倍以上の増加であり、その他社会生活関連費

が急増している。生活水準の大きな向上は、生

活様式の変化とともに、人々の生活に対する考

え方の変化を内蔵している。食生活ではグルメ

指向、余暇の拡大と趣味、嗜好の変化、激しい

人の交流、旅行熱、極端にはしる行動傾向など、

変化が多面的になってゆく。 
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 上記のように、栄養・食生活、医療・保健の

論議のなかへ、政治・政策や国の予算、特に軍

事費との関係、社会経済、生活水準や生活様式、

生活行動の指標を提示したのは、栄養や健康は

こうした非常に多くの人間生活要因と密接に

関連しており、全体を無視してはその評価がで

きないからである。もっともその相互関係を厳

しく分析することは容易ではないが、おおよそ

の影響を知ることはできよう。こうした背景の

下に、死亡率は低下し、健康状態は改善し、平

均寿命が延長していったのである。 

 

死亡率、出生率、死因別死亡率の動向 

 

表２６ 各種頻度の戦後 30年間の動向 

 総死亡率 出生率 乳児死亡率 結核 脳血管疾患 肺炎 胃腸炎 

 千対 千対 千対 10万対 10万対 10万対 10万対 

1943 年 16.7 30.9 86.6 235 166 159 153 

1947 年 14.6 34.3 76.7 187 129 130 136 

1950 年 10.9 28.1 69.1 146 127 65 82 

1955 年 7.8 19.4 39.8 52 136 38 32 

1965 年 7.1 18.6 18.5 23 176 30 13 

1975 年 6.3 17.1 10.0 10 157 26 7 

 

    表２７ 就業別調整死亡率 10万対     １９８５ 

 調整死亡率 相対的比率 就業人口 

 10万対  万人 

総計 316.6 1.00 5,566.5 

    

専門的・技術的 328.7 1.04 504.4 

管理的 276.1 0.87 270.1 

事務 267.7 0.84 960.3 

販売 352.3 1.11 785.4 

農林・漁業 446.5 1.41 599.6 

採掘作業 2,604.0 6.52 7.1 

運輸・通信 360.3 1.14 241.0 

技術工、生産工程 213.8 0.68 1,720.5 

保安 207.7 0.66 77.0 

サービス業 434.2 1.37 389.1 

総死亡率は 1950 から 75 年の 25 年間に 40％

低下、乳幼児死亡率は 1/7に、結核死亡率は 93％

に低下、胃腸炎死亡率は殆ど 0 に近くなった。

これらの指標は中高年層人口の急増となって

あらわれた。一方出生率は低下しているので高

齢化社会が短期間に出現したわけである。 

 1985年に於ける職業別死亡率を見ると、管理

的・事務的職業、技術・生産工程、保安業は死

亡率が相対的に低いが、サービス業はやや高い

が、職業格差は小さくなった。もっとも採掘作
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業の死亡率は低率になったが依然として非常

に高いが、従業人口はきわめて少ない。 

 

死因別死亡の動向 

 全国の死因別死亡率は、1965 年までは脳血管

疾患死亡の増加が著しく、癌と心疾患が低いな

がら漸次上昇を続けていた。その後脳血管疾患

死亡率は減少に転じ、1980年にはがんが死因の

第 1位になった。しかし、まだ糖尿病は問題に

なっていなかった。 

 脳血管疾患死亡は高血圧患者にリスクが高

いことが分かり、高血圧対策が全国的に実施さ

れた。幸い診断が簡単で、全住民の検診が可能

なこと、日常生活の規制で悪化が防止できるこ

とが分かったからである。さらに降圧薬が次々

と市場に出回るようになり、死亡率が急速に減

少し始めた。 

 一方、大部分のがんは発生原因は不明で、死

亡者が漸次増加した。部位別では胃がんや子宮

頸がん死亡が目立ち、集団検診による早期発見

が始まり、死亡率低下が図られた。その後の研

究で、食生活の改善が脳血管疾患ばかりでなく、

がん、心疾患にも効果があることが分かり、基

礎研究と予防研究が拡大進展した。 

 がん死亡はその後も増加を続け、心疾患死亡

増加もつづいた。死亡率には敏感に反映しなか

った糖尿病の罹患率が急増し、それが各種の老

人病の死亡率減少を妨げていることがわかっ

た。 

 

平均寿命 

 死亡率の低下や中高年層の増加は平均寿命

の延長、1960 年には女子は 70 歳を越すように

なり、1970 年には男子も 70 歳を越したことは

前述した。その後も平均寿命は延長をつづけ、

1980年には男 73.35、女 79.15で世界トップと

なった。そしてなお延長を続ける傾向を示した。 

 一方、出生率は年々低下を続けているので、

65 歳以上の老年が全体に占める比率は、1950

年の 4.9％から 1980 年には 9.1％となり、高齢

化社会に突入したことは周知である。 

 

    表２８ 年齢別余命の延長 

年齢 ０歳 ２０歳 ４０歳 ６０歳 

 男 女 男 女 男 女 男 女 

1957と 1947 13.18 13.64 6.98 6.61 3.16 3.00 0.85 0.71 

1967と 1957 5.67 6.55 3.19 4.34 2.52 3.60 1.49 2.33 

1977と 1967 3.78 3.80 3.01 3.17 2.56 2.84 1.79 1.98 

 

1980 年以降の疾病別死亡・罹患の動向 

 1980年初頭に立って、その後の疾病構造の変

化、平均寿命の推移を推定すると、過去 20 年

の動向を年齢別にそのまま直線回帰したよう

な変化が予想される。その基礎となる人口構成

は 65 歳以上の高年人口の急増が最も大きな要

因で疾病構造を変化させている。65歳以上人口

は 1980 年の 1064 万から 2000 年には 2200 万、

2005 年は 2567 万と 2.5 倍になるので、がん、

循環器疾患死亡など老年病死亡数が急増する

わけである。また 15歳から 64歳の生産人口は

8000万を越していたが、死亡率が低いので年々

65 歳以上の老人人口は増加し、14 歳以下の若

年人口の減少もあって、高齢化はさらに大きく

なる傾向にある。 

 医療の受療患者数は 54 歳以下に比べ、65 歳

以上は 2倍以上であり、消化器疾患、循環器疾

患、筋骨格・結合織疾患、呼吸器疾患の多くは、

老化と関連している。慢性の長期治療を要する

患者は、高血圧症、高脂血症、高血糖症が非常

に多く、メタボリック症候群時代の到来をつげ

ている。そのほか、死亡率は低いが慢性で難治
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の筋・骨関節関連疾患が非常に多く、目、耳、

鼻など感覚器の障害も年齢とともに急増する。

がん患者は絶対数では少ないが、加齢とともに

増加し、予後が悪いので死亡率、死亡数はもっ

とも多く、死因のトップをつづけている。これ

は高齢化時代の医療、看護、介護の負担が急増

することを示している。 

 平均寿命の延長は、かつての低栄養から脱し、

健康を保全、増進させようとした努力の結果で

あり、喜ぶべきことであった。豊富な食生活、

軽い短時間の労働、余暇と精神的、肉体的楽し

みは何にも変えがたいことであり、貧しい食事、

より負担の多い労働、規律や犠牲的な奉仕など

は、もう 2度と望まない世界になった。 

 

Ｉ－Ｖ まとめ 

 ここでは低栄養時代の実態、健康への影響と

ともに、それに関連する、政治、経済、社会の

動向について触れた。栄養、健康問題は単に食

糧需給、教育、医療だけの問題ではなく、人の

社会生活のすべてに関連しているからである。

しかしこれは筆者のような素人の分析であり、

さらに厳密な科学的、社会医学的検証が必要で

ある。明治以来、低栄養から脱し、適正栄養を

目指してきたが、目標には届かず、敗戦を迎え

て意図も容易に低栄養から脱却できた理由に

ついては十分考えねばならないことである。平

和と政府の対策の大きさを思い知ったわけで

ある。しかし、その後 30 年を経過すると肥満

の時代が到来し、今日では栄養過剰、肥満、生

活習慣病の流行が始まるとは、想像もしなかっ

たことである。 

 変わらないように見えて、人の社会は極めて

短期間に変わり、生活習慣が心身すべてを変え

ることであり、疾病構造も急変することである。 

 なお、肥満を中心とするメタボリック症候群

の前触れはすでに 1960年代に出現していた。 

1965年の日本小児科学会のシンポジウムで「小

児肥満症」が取り上げられ、注目を集めた。そ

の後 1968 年、文部省は全国の小中学校生徒 18

万人に実態調査を実施した。肥満児は平均で男

11 歳で４％、女 14 歳で８％もあった。彼らは

1955 年から 65 年生まれであり、戦後間もない

出生者から肥満が増加し、その後年々肥満者の

率は増加していったのである。30年経過すれば

40 歳台であり、1980 年以降成人の肥満者が急

増してもおかしくはない。しかし政府の対策は

20世紀になってようやく本格化したわけで、遅

すぎた感がある。 
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附：日本人の臓器・組織の形態・機能の

世紀にわたる変化 
 

 明治中期から小学生などの身長・体重などが

計測され、記録が残されている。それを縦覧す

ると、小学生の体位・体格が年々大きくなって

いる。特に、戦後は子供の成長が著しく、親に

比べて著しい差が認められるようになった。外

見的な形態が変化すれば、内部の臓器も変化が

あり、その組織も変わってくる。これはまた、

健康や疾病発生の変化にもつながるものであ

る。こうした研究は多くはないが、1930年から

散見され、また、死因別死亡率の年次変化を見

てもその変化がうかがわれる。その原因は単純

ではないが、断片的な臨床病理所見や疫学調査

を展望して見ると興味ある知見がうかがわれ

る。ここでは、身体発育状況の相違、臓器・組

織の形態や機能の違いなどと、疾病頻度の相違

について、エピソード的であるが、列記してみ

たい。何らかの参考になれば幸いである。 

 

肺： 

日本人の肺の大きさを剖検所見で見ると明ら

かに戦後(1950 年以降)は戦前よりも大きくな

っている。これを結核患者に就いて、直接胸部

Ｘ線写真で比較すると、戦前の成人は４ツ切の

Ｘ線フィルムで十分に肺は収まった。戦後 1950

年代には、女子は４ツ切フィルム、男は大陸版

で肺がはみ出ることはなかったが、1980年以降

は、男は大陸版でははみ出す人が多く、最近は

女子も大陸版が必要となった。ちなみに、1950

年代の在日米国人は大陸版では入らなかった。

肺疾患も肺の大きさで異なり予後にも影響が

あるようである。 

肺機能：当然肺活量も時代とともに、漸次大き

くなっている。戦後の青年は 2500ｃｃから 4000

ｃｃくらいであったが、最近は 5000 を越すも

のが少なくない。肺がんは日本人は低率で、

1970年代は、米国白人の 5分の 1くらいであっ

た。喫煙量を調整しても高かった。米人は慢性

気管支炎や肺気腫の頻度もはるかに高かった。

しかし最近の日本人は米国人に近づきつつあ

る。 

心臓： 

日本人の正常人心臓の大きさをＸ線写真で比

較すると戦前から戦後 10 年くらいまでにかけ

て、平均して大きくなっている。胸郭も大きく

なっている。そして低率だった虚血性心疾患が

増加するようになった。一方、高率だった心リ

ュウマチや其の他の心疾患は相対的に減少し

ている。幼少時の栄養や発育、免疫・代謝と関

連していると思われる。 

肝臓： 

肝重量については、1970 年代に日本の日本人と

ハワイの日系人、米国白人の３者の剖検例での

比較研究がある。米国人は重量が大きく、60歳

になっても細胞数や重量に変化は少ない。日本

人は、重量が小さい上、40歳代から加齢ととも

に細胞数や重量が減少する。委縮するのである。

ハワイの日系人は其の中間にある。日本人は 40

歳代で肝硬変罹患率、死亡率が高くなり始め、

世界的に高率になる。一方、米国白人は 70 歳

をすぎるまで肝がん、肝硬変死亡は低率であり、

日系米人は中間であった。最近は日本人の肝臓

の重量も増え、肝硬変は減少し、肝がんの発症

年齢も上昇している。 

胃： 

胃の粘膜の厚さも剖検例でも手術例でも比較

されている。戦後 20 年位の間、日本人の胃は

40歳代で粘膜の厚さが薄く、萎縮性胃炎が多く、

40 歳をこすと加齢とともに胃がんが急増した。

一方、米国白人は粘膜が厚く、萎縮性胃炎は低

率であり、胃がん発生は極めて低い。日系米人

は中間である。胃の手術からの経験では、日本

人の胃はやわらかく薄いが、米国人は厚くて抵

抗性があるという。 

胃の退行性変化は日本人では若年から始まっ

たが、最近は胃の粘膜も厚くなり、発症も高年

齢化している。 

日本人の胃潰瘍例でみると、手術所見で、潰瘍
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周辺の胃粘膜の状態は、明治、大正時代に出生

したグループ(出生コホート群)では、周辺の粘

膜に炎症や萎縮などの変化が激しいが、1920年

以降の出生コホートでは年々がん病巣周辺の

粘膜変化は軽くなり、戦後(1950年)以降の出生

者では殆ど変化が見られない。こうした例は切

除後の予後もよい。これは早期発見例が増加し

た影響もあることは否定できないが、やはり、

年々日本人の胃の粘膜の加齢による障害や萎

縮が少なくなっていることを示唆している。発

がん年齢も高齢化している。 

循環器系： 

米国白人は心筋梗塞、大動脈硬化など中心部の

比較的太い血管の硬化、障害が高率である。し

かし日本人は 1970 年前後までともに低率であ

った。もっとも日本人は細い脳血管の出血、細

腎動脈の硬化は著しく高かった。しかし最近は

米人型に近づいている。 

前立腺： 

1970年代、正常人を含む住民レベルの病理所見

の比較研究で、日米両国とも、高齢者での潜在

癌の頻度は約 25％で変わりはなかった。しかし

進行する顕性の前立腺がんは（臨床病理学的の

がん）米白人は日本人の数倍高かく、日本人の

潜在癌の悪化は低率だった。潜在癌は日米とも

に加齢とともに癌化する傾向があるが、その程

度も日本人は低かった。もっとも 2000 年に入

ってから日本人の前立腺がんは急増し、米人の

頻度に近づいている。環境要因、生活様式が類

似してきたことや、ホルモンなど内分泌、代謝

状態が白人に近づいていることを示唆してい

る。 

大腸がんの頻度： 

かつては大腸がん死亡率・罹患率ともに日米間

には大きな差があった。米國が非常に高く日本

人は低かった。胃がんと反対である。しかし、

1980 年代から日本人の大腸がん死亡率は急増

し、発生頻度も米白人に近づいている。発生部

位も白人型に近づいている。日系米人では白人

と同等か、それより高い。生活様式の大きな影

響を示している。最近、大腸がんの発生頻度は

世界的に類似し、横ばい傾向にあるのも注目さ

れる。 

発生部位について言えば、日本人はかっては盲

腸、直腸がその他の部位よりも高率だったが、

最近は白人のようにＳ字結腸が増加している。

ただ、大腸の部位別面積当たりでは、直腸と盲

腸が他の部位よりも頻度が高いことも注目さ

れる。 

口腔・食道 

食道： 

日本人は戦前から食道がんを含め、食道の病は

高率であった。戦後はむしろ減少傾向にある。

食道がんは地域差が大きく、粗食、高塩食、熱

い飲食物、喫煙、飲酒などとの関連が指摘され

ており、一方、野菜、果物は疾病抑制因子とわ

かった。喫煙と飲酒は世界的に共通のリスクで

ある。最近胃がんの減少とともに、胃の上部や 

食道下部にがん発生が増加している。欧米人も

同様であり、リスク要因の変化がうかがわれる。 

高齢者に多いことも重要である。 

皮膚： 

戦前日本では、各種の皮膚病が蔓延していた。

しかし 1930 年代から減少し始めたが、これは

栄養改善、医療の進歩、衛生知識の普及と関連

した様である。一方水道の普及、労働条件の改

善や、住居や衣服が衛生的になった影響も大き

い。こうした生活条件の改善で、皮膚の炎性の

病が減少し、また早く治療するようになったこ

とも大きい。一方、最近はアレルギー性炎症、

膠原病などが急増している。発症年齢は年々変

化しているのも注目される。生活条件のうち、

栄養改善の影響も大きく、かつての皮膚病は軽

症化している。難治性慢性の皮膚疾患の増加は、

欧米人のパターンに似てきている。 

子宮頸がん： 

日本人の子宮がんは欧米に比べ高かったが、

1960年代から急速に減少に向かっている。低所

得者に高いので、予防できる可能性は高い、子

宮頸がんの減少とともに、子宮体がんが漸増し、
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これも西欧のパターンに近づいている。検診の

効果が大きいので、早期発見が重要である。 

昨年からワクチンによる予防が始まっている。

期待される対策である。 

 

代謝・免疫系の変化 

 19 世紀末から 20 世紀にかけて、内分泌系の

研究の進歩により、各種臓器組織から多種類の 

ホルモンが分泌され、生体の調節に関連してい

ることが分かった。下垂体、松果体、甲状腺、

副甲状腺、副腎皮質、髄質、すい臓、精巣、卵

巣、胸腺、さらに消化管、また神経系ホルモン

（ペプチド）などで、半世紀前には想像もつか

なかったほど多い。これは人の健康維持に密接

に関連しているが、相互の関連はそれほどわか

っていない。。ホルモンと免疫の関連は大きい

が、これもよく解明されていない。 

 ホルモン系の発達は発育期の生活環境と密

接に関連することは、初潮年齢漸進や、10歳代

にすでに、白人と日本人のエストロゲンレベル

に大きな差がある事でも示されている。エスト

ロゲン各分画の比も異なり、尿中に排出される

ホルモン代謝物の量も日本人は少ない。女性の

身長、体重はエストロゲン分泌と関連する。つ

まりこれは人種差というよりも栄養など発育

期の環境条件の差といってよい。疾病の頻度や

予後が内分泌状態と密接に関連するので、これ

も予防の道があるわけである。 
 

年次的に大きく頻度や病態が変化した疾患 

 かって、日本のリウマチ患者は女性で若年発

症が多く、花の外来といわれた。最近では、初

発年齢が高齢化し、白人国に類似してきており、

エリテマトーシス、膠原病も頻度の増加と高齢

化が目立っている。発症年齢の高齢化は老化の

遅れと関連するとすれば、食生活など、生活習

慣の変化との関連が強く疑われる。発症機序の

解明にも役立つはずである。 

 

血液病：わが国でも 1960 年以降、赤血球、白

血球、血小板が減少する病が減っており、逆に

血液成分が増加する病が増加傾向にある。これ

も白人国のパターンに近づいている。 

ラテン諸国では鎌状細胞貧血のような溶血性

貧血が多く、英国では欠乏性貧血が多く、日本

では再生不良性貧血が多いなど地域により疾

病の種類と頻度が異なる。つまり、伝統的に頻

度の高い病がある。その相対頻度は少しづつ変

化するので、これも環境要因との関連が疑われ

る。伝染病や食生活との関連が指摘されている

病もある。日本の再生不良性貧血は最近減少傾

向にあり、一方、白血病が増加しており、これ

も西欧各国のパターンに近づいている。ハワイ

の日系人は日本と米国白人の中間型を示す。こ

うした疫学的知見は根拠が薄弱のようでも、病

の発生機序の解明や、予防に何らかのヒントを

与えると思っているが、偏見であろうか。

 



日本の唱歌、童謡（１２）    
         大正9～10年 
      

あわて床屋  四丁目の犬  叱られて  十五夜お月さん 

赤い鳥小鳥  めえめえ児山羊  七つの子 揺籃（ユリカゴ）のうた 

どんぐりころころ  夕日  雀の学校  赤い靴  青い眼の人形 

  

 

 

  一丁目の子供 駆け駆け 帰れ  二丁目の子供 泣き泣き逃げた 

  四丁目の犬は 足長犬だ  三丁目の角で こっち向いていたぞ 

          （詞 野口雨情   曲 本居長世）  

  叱られて 叱られて  あの子は町まで お使いに、 この子は坊やを 

  ねんねしな  夕べさびしい 村はずれ こんと狐が なきゃせぬか 

          （詞  清水4かつら  曲 弘田龍太郎） 

  赤い鳥小鳥  なぜなぜ赤い 赤い実を 食べた 

          （詞  北原白秋  曲  成田為三） 

  てるてる坊主 てる坊主 あした天気に しておくれ 

  いつかの夢の 空のように  晴れたら金の 鈴あげよ 

          （詞  浅原鏡村   曲  本居長世） 

  烏 なぜ啼くの 烏は山に  可愛い七つの子が いるからよ 

          （詩 野口緒雨情  曲 本居長世） 

  どんぐりころころ ドンブリコ  お池にはまって さあ大変 

  どじょうが出てきて 今日は 坊ちゃん一緒に あそびましょう 

          （詞 青木存義   曲 梁田 貞） 

  ぎんぎんぎらぎら 夕日が沈む ギンギンぎらぎら 日が沈む 

  まっかっかっか そらの雲  みんなのお顔も まっかっか 

       （詞 葛原しげる  曲  室崎琴月） 

  赤い靴 履いてた 女の子 異人さんに つれられて 行つちゃった 

  青い眼をしたお人形は アメリカ生まれの セルロイド 

       （ともに 詞  野口雨情  曲 本居長世） 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
44

tetsuo
タイプライタ



日本の唱歌、童謡（１３） 

             大正１１～１２年 

       

砂山  春よ来い  黄金虫  月の砂漠  肩たたき  背くらべ 

夕焼小焼  おもちゃのマーチ  花嫁人形 

  

 

 

  海は荒海 向こうは佐渡よ すずめ啼け啼け もう日はくれた 

  みんな呼べ呼べ  お星さまでたぞ 

            （詞 北原白秋  曲 中山晋平） 

  春よ来い 早く来い 歩き始めた みいちゃんが 

  赤い鼻緒のじょじょはいて おんもに出たいと 待っている 

            （詞 相馬御風  曲  弘田龍太郎） 

  しゃぼん玉とんだ 屋根までとんだ 屋根までとんで こわれて消えた 

  黄金虫は金持ちだ かねぐら建てた 蔵建てた 飴屋で水飴 買ってきた 

            （ともに 詞 野口雨情  曲  中山晋平） 

  月の砂漠を はるばると 旅の駱駝が ゆきました 

            （詞 加藤まさお   曲 佐々木すぐる） 

  母さんお肩をたたきましょう タントン タントン タントントン 

            （詞 西條八十  曲  中山晋平） 

  柱のきずは おととしの 五月五日の 背くらべ 粽たべたべ 兄さんが 

  計ってくれた背のたけ きのうくらべりゃ何のこと やっと羽織の紐のたけ 

            （詞  海野 厚  曲  中山晋平） 

  夕焼小焼けで 日が暮れて 山のお寺の 鐘がなる 

  お手々つないで 皆かえろ 烏と一緒に 帰りましょう 

            （詞  中村雨紅   曲 草川信） 

  やっとこやっとこ繰り出した おもちゃのマーチが らったった 

  人形のへいたい せいぞろい おうまもわんわも らったった 

            （詞  海野 厚  曲 小田島樹人） 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
45

tetsuo
タイプライタ
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Ⅱ.日本人の平均寿命と平均余命の推移 
 
日本人の平均寿命、平均余命の不規則な変化 
 
はじめに 

 日本人の過去 100年間の平均寿命延長の不規

則な推移とその要因について考察したい。 

 ちなみに、平均寿命とはある年齢の人々が、

あと何年生きられるかという平均期間を指し、

平均寿命は 0歳での平均余命である。平均余命

は、ある地域で同年に出生したグループが、出

生年のその地域の人口の年齢別死亡率に従って

死亡していくと仮定して計算する。年齢別地域

人口は死亡、転出、転入で年々変化するので、

その歳に出生したグループのみが、将来しめす

年齢別死亡率を用いるわけではないので、近似

した予測値である。 

 

考古学的研究 

 縄文時代からの平均余命、平均寿命の推計値

について、小林和己は、縄文時代では 15歳で
 

       表１ 平均寿命の推移（単位 年） 

 調査年次 公表年次 男 女 

第 1回生命表・・・・・ 1891〜1898 1902 42.80 44.30 

第 2回 〃 ・・・・・ 1899〜1903 1911 43.97 44.85 

第 3回 〃 ・・・・・ 1909〜1913 1918 44.25 44.73 

第 4回 〃 ・・・・・ 1921〜1925 1931 42.06 43.20 

第 5回 〃 ・・・・・ 1926〜1930 1936 44.82 46.54 

     

第 6回生命表・・・・・ 1935〜1936 1941 46.92 49.63 

第 8回 〃 ・・・・・ 1947 1950 50.06 53.96 

第 9回 〃 （修正版） 1950〜1952 1955 59.57 62.97 

第 10回 〃 ・・・・・ 1955 1960 63.60 67.75 

     

第 11回生命表・・・・・ 1960 1966 65.32 70.19 

第 12回 〃 ・・・・・ 1965 1969 67.74 72.92 

第 13回 〃 ・・・・・ 1970 1976 69.31 74.66 

第 14回 〃 ・・・・・ 1975 1979 71.73 76.89 

第 15回 〃 ・・・・・ 1980 1982 73.35 78.76 

     

第 16回生命表・・・・・ 1985 1987 74.78 80.48 

第 17回 〃 ・・・・・ 1990 1992 75.92 81.90 

第 18回 〃 ・・・・・ 1995 1997 76.38 82.85 

第 19回 〃 ・・・・・ 2000 2002 77.72 84.60 

     

簡易生命表 2002 2003 78.32 85.23 

  〃   ・・・・・ 2003 2004 78.36 85.33 

  〃   ・・・・・ 2004 2005 78.64 85.59 

  〃   ・・・・・ 2005 2006 78.53 85.49 

         厚生労働省統計情報部しらべ。第 7回は資料焼失のため発表されなかった。 
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16年、20歳で 13年の平均余命とし、子供の死

亡率は非常に高いので、菱沼従伊は当時の平均

寿命を 15 歳位と推計している。15 歳の女子な

ら子供が産め、それから 15 年生きられれば子

が孫を産むので、人類は絶滅しないことになる。

欧州諸国では、17 世紀には平均寿命は 50 歳前

後、19世紀からとくに延長が始まっているとい

う。日本では 18世紀に人口調査が始まったが、

平均寿命の考えはなかった。最近、江戸時代の

過去帳や宗門改め帳の記録を利用して平均寿

命や余命の推計がなされており、人口の少ない

農山漁村であるが、平均寿命は 30歳から 40歳

前後で、江戸後半期は前期より少し延長してい

る。当時は 5 歳までの死亡率は極めて高いが、

10歳以上になると、かなり長く生存し、高齢者

も少なくない。社会階層別では、武士のほうが

農民より長く、経済的に良い階層は低い階層よ

り長くなっていた。 

 

明治以降の平均寿命 

 1890 年代から平均寿命が計算されているが、

国際的に比較できるのは「国勢調査」に基づく

1920 年からである（表１）。第 1 回から第 4 回

の生命表では、男女とも 42〜44 歳で 30 年間、

増減は殆ど無い。1935 年〜36 年の第 6 回生命

表では、男 46.92歳、女 49.63歳でそれ以前に

比べ男 3年、女 6年と長い。その後の増加は目

立たず、敗戦年には短縮した。しかし敗戦後 1

〜2年の間に、平均寿命は急に回復し、1935年

頃より長くなり、1960 年には男 63.6 歳、女

67.75 歳と急激に延長した。この期間、衣食の

欠乏、劣悪な住居で苦しんだ時代だった。 

 

平均寿命、平均余命に影響する要因 

 平均寿命や平均余命は、死亡率の高低や出生

率が密接に関連している。死亡率は人口の年齢

構成で異なり、疾病の流行、戦争、災害などの

影響を受け変化している。地域の食料生産、供

給、食生活、住居衛生、自然環境などで左右さ

れ、乳幼児・成長期のケアー、養育法、職業・

労働の種類・負荷、収入の多寡の影響も大きい。

医療保障、医療介護システムは関係が強く、文

化、風俗習慣、教育レベルといった諸要因の影

響もうける。収入でみると、個人所得が 5000

ドルを超すと平均寿命は 60 歳を超す可能性が

高く、それ以上は収入が増加しても寿命の延び

は鈍る。収入が 1000ドルから 5000ドルまで上

昇する期間に寿命の伸び率が最も大きいとい

うＷＨＯの報告もある。人口の増加している地

域では、高年齢まで生存する率が高く、平均寿

命も上昇する傾向にある。一般に人口増加期は

食料を含め各種の産業が盛んになり、生活条件

が向上することが多いことと関連する。 

 

日本の人口の急増と死亡率 

 日本人の明治初年の人口は約 3500 万人であ

ったが、明治 32年（1899）には 4340万人、大

正 9年（1920）は 5596万人と急増した。昭和 5

年（1930）は 6445万人、昭和 15年（1940）は

7193万人で、植民地もふくみ急増している。残

念ながら平均寿命については表１のように

1920年までの 40年間殆ど延びていない。 

 出生数（率）と死亡数（率）を見ると、1872

（明治 5）年の出生は、59万人、1892年 100万

人、1900 年 147 万人、1910 年 178 万人、1920

年 210万人と上昇、その後横ばいのまま高出生

率が続いた。死亡数はそれぞれ、41 万人、68

万人、92 万人、107 万人、143 万人と増加し、

1920年以降ようやく減少傾向に入った。この間、

出生数が死亡数より多いので人口は増加をつ

づけた。 

 総死亡数を人口対率（頻度）で見ると、明治

中期から明治末期 1910 年頃までは、欧州諸国

に比べ高率で、減少の気配もなかった。1910年

から一旦減少傾向に入ったが、1918 年〜19 年

にスペイン風邪（インフルエンザ）の流行があ

り、肺炎、気管支炎、結核悪化などの理由で死

亡者が急増、総死亡率は一時的に急上昇した。

1920 年〜21 年には総死亡率は急に回復し、そ

の後ゆっくり減少し始めた。乳児死亡率も同様



Ⅱ.日本人の平均寿命と平均余命の推移 

 

 48 

上昇したが、その後はかなり急激に減少し始め

た。他の主要死因の増減は小さく、呼吸器系の

疾患のみに大きな変化があったわけである。

1920年以降の減少は 1935年〜36年の平均寿命

の延長となって現れた。なお、結核死亡率も

1920年から明らかに減少に転じたが、特に有効

な薬剤が登場したわけでなかった。インフルエ

ンザ流行により結核死亡数は予想よりも 2〜3

万人増加したので、その直後は患者数は一時的

に減少したことになる。この減少がその後の結

核感染、発病者を減らし、結果としてその後数

年間の結核死亡数が減少したという島尾忠男

の学説がある。一時的に患者が過剰に死亡すれ

ば、その後は死亡数が減少するという疫学的事

実は、今日広く容認されている。この減少傾向

が少し長く続いたのは、1910年代後半からのわ

が国の結核対策の効果が小さいながら重なっ

たと思われる。 

 年齢別にみると、1920年前後では、きわめて

高い乳幼児期と青年期の山が観察される。乳幼

児の山はその後年々低くなるが、青年期の山は

1936 年から再び高くなり、中年齢層におよび、

敗戦年には全年齢層で高くなった。結核死亡率

の上昇は総死亡率を上昇させ、戦争末期は民間

人の死亡も急増し、死亡率は推定 10 万対 280

と高くなり、平均寿命は大きく短縮した。人口

の急増期に平均寿命が短縮した一例である。 

 

明治・大正の経済高度成長と平均寿命 

 明治 20 年以降昭和初期まで、わが国の国民

生産（ＧＮＰ）は年々急増し、1900年から 1940

年までに 6倍近くなった。産業別に見ると、農

水山林業や軽工業の発達が著しく、農産物は倍

増し、水産収穫量は 5倍、鉄生産は 20倍以上、

繊維工業は 30 年間で 4 倍、貿易量も大正年間

だけでも 5 倍近くになっている。人口は 1900

年から 1920 年まで 30％増であるのに、国民所

得は、あまり伸びていない。一人当たりの実質

個人消費支出係数（中村隆英、1993）を見ると、

1880 年代から 1920 年までわずかな上昇であっ

た。例えば、製造業労働者の実質賃金は 1880

年から 1910 年まで微増であった。1915 年から

世界大戦の影響で好況が続き、1920年前後には

数年間で労賃は 3倍近く上昇した。もっとも企

業間の賃金格差も増大し、社会的な格差を大き

くした（斉藤修、1996）。一方、エンゲル係数

は横ばいで生活水準は余り上がらなかった。農

林水産業も生産量は伸びたが、所得の増加は少

なかった。農業は明治初期まで相当に生産技術

が進んでいたので、この期間、それほど効率化

できず、農具、肥料など必要経費が増大し、農

産物の価格もあまり上昇せず、また明治初期に

改正された税制は農民に不利で、小作化と貧困

化を促進した。その上、1900年以降、農村子女

を所得の多い紡績など製造業に送らざるを得

ず、男は兵役もあり、働き手が増えなかった。

第一次産業従事者は国民の 80％近くを占めて

おり、彼らの生活水準の上昇度は少なかった。

その後は重工業の発展が著しくなり、第二次産

業従業員が増加し、一次産業従事者は減少する。 

 食生活では、明治以降西欧的な食品、献立が

都市で徐々に広がったが、農村では遅々として

おり、国民の大部分は大正末期まで、昔ながら

の、低たんぱく、低脂肪食であった。農村では

主食も米、麦、雑穀、イモ類の混合で、副食も

少なかった。国立栄養研究所が 1920 年に設立

され、栄養改善運動が始まり、富国強兵政策に

も支えられ漸次全国に拡大し、脚気などの減少

に大きな貢献をしたが、全国的な栄養水準の変

化はゆっくりしていた。栄養調査は全国的に行

われるようになったが、1910年頃から動物性蛋

白が僅かに増加、1920年頃から、ようやく牛乳

など乳製品、卵摂取が増加しはじめている。都

市に比べ農村の食生活は栄養の点ではかなり

劣っていた。この地域差の健康影響は長く残る

ことになる。 

 

明治時代の民生・福祉対策 

 明治時代は、政治的混乱を武力で収め、諸制

度を改変し、技術を導入し、各種産業を振興、
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交通網を整備し、貿易を盛んにし、経済的に大

きな成長を遂げ、地域では都市が繁栄した。し

かし明治初期の国富は誠に貧しく、初期投資は

各種工業、鉄道、港湾、河川、道路などの整備

が重点であり、金融や治安などにも大きな予算

が必要であった。政府は富国強兵政策を掲げて、

1890年以降軍事費を増大し始めたので、民生福

祉への予算割当ては極めて少なかった。ちなみ

に 1875 年の軍事費は 1 千万円だったが、1890

年には 2.57億円、1900年には 13.3億円、1925

年は 44.4億円で、40年間に 40倍、ＧＮＰに占

める比率は 1893 年から 10％を超した。日露戦

争時には 35.5％まで上昇、国家財政から不利な

講和条約を結ばざるを得なかったという。また

知られていないが、明治末期以来の植民地、朝

鮮などの経営には莫大な予算を要し、利よりも

負担がはるかに大であった。なお、太平洋戦争

にはいると軍事費は 2 年目にＧＮＰの 75％、4

年目は 151％という、驚くべき内容であった。 

 注目すべきは、明治・大正時代の小学校就学

率の著しい伸びである。就学率は日清戦争後に

急速に高くなり、1920年には同年出生者の 80％

が小学校を卒業していた。学校卒業生と未就学

では知識の他、体位や体格に差ができ、能力の

高い世代が急増し、平均寿命の高い予備軍を作

った。これは産業界ばかりでなく、軍事関係者

を喜ばせた。一方、学資の確保のため、親の労

働条件はさらに厳しくなり、親の余命は延長し

なかった。市町村では多額の教育費が必要で、

民生福祉事業は後回しにする結果となった。 

 

1920年から 15年間の平均寿命 

 明治時代の経済大成長は劣悪な労働条件の

下になされたので、改善を叫ぶ声が大となった。

ようやく 1915 年、政府は工場法を実施、子ど

もの就業禁止、労働内容の規制、待遇改善が始

まり、健康保険制度も一部で始まった。結核予

防法なども制定され、民生衛生予算も若干増加

した。国民はもともと健康に対する関心が高く、

乳幼児対策、子どもの養育、成人の健康管理な

どの運動が盛んになった。産児制限運動も、貧

困からの開放、母性保護と子の教育推進が目的

で始まったが、富国強兵に反するので政府は取

り締まった。幸か不幸か、世界大戦による経済

好況で、労賃は 1915 年〜20 年の間に 3 倍近く

値上げされ、労働条件も改善し始めたこともあ

り、政府の抑圧もあり、労働運動は多少下火に

なった。 

 1920 年代から都市での生活水準は以降徐々

に上昇し始めたが、農村は収入も伸び悩み、貧

富の差は大となった。一方、市民運動でも政府

の政策にあわぬものに、介入、弾圧が強くなり、

軍備拡張が当然のように続けられた。それでも

少しずつ生活水準は向上しはじめ、衛生の知識

の普及もあって、1920年代から総死亡率はゆっ

くりと減少をはじめた。その結果、10数年後の

1935〜36年には、平均寿命が男 5年、女 6.5年

の延長となってあらわれた。もっとも大部分は

乳幼児死亡率の減少効果によるものであった。 

 1930年以降は重工業、商業などの発展で男子

の職場が増え、男の集団労働が増加する。平均

収入は増加、消費も伸び、住宅の建築もすすみ、

生活条件の向上が始まってきた。また全国的に、

食生活・栄養や環境衛生改善運動が漸次拡大し、

衛生教育は学校から住民に広がった。結核では

学校教員の対策もあって、戦争が拡大した 1937

年以降も小中学生の結核死亡率は減少を続け

た。これらの運動の大部分は富国強兵に関連し

ており、政府は積極的に支持をしていた。同時

に、民生・福祉対策も富国強兵上必要であるこ

とがわかり、進展が図られた。1938年厚生省の

設置は国民体力の増強、青年期の疾病予防を目

標にスタートした。戦争の拡大は諸産業の振興

を進め、結果として失業者をなくしたので、全

国的に貧困感が希薄となり、農業も収入が増え

て、国民全体の生活レベルは均質化してきた。

しかし反戦的運動は強く弾圧され、生活は国家

主義的思想で統制されて、自由度は大きく低下

した。これは精神衛生上大きな影響があり、当

然平均寿命に関連するが、それについての研究
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は乏しい。 

 

中国および太平洋戦争の影響 

 1931年の満州事変以来、中国を中心に局地的

戦争が続き、1937年からは中国の広い地域で戦

争が展開され、消耗戦となり、軍関係者の死傷

は増加し、物資は不足し、結果として国民の健

康面の大きな障害となった。戦争は外地の軍人

のみならず、国内でも特に男子労働者の負担が

重くなり、健康障害が急増した。集団生活人口

が増大したことは特に結核のまん延につなが

ったので、集団検診などの導入もあったが、結

核のまん延を防ぎきれなかった。物資の不足は

すでに 1938 年から始まり、1941 年以降は欠乏

が続き、耐乏生活を余儀なくされた。配給制度

は早くから始まったが、食料や日常生活物資が

目に見えて不足し始めたのは 1943 年頃からで

ある。アジア・太平洋に展開する膨大な軍隊へ

の補給は容易ではなかった。1943年から戦況は

不利となり、1944年には青少年まで諸生産事業

に動員された。米軍の反撃で多くの島々が占領

されると、本土の空襲が始まり、半年で殆どの

都市は焼き掃われ、原爆死を含め予想外に多く

の市民が死亡した。栄養障害は 1944 年より目

立つようになったが、敗戦年は国民の 5％が栄

養失調と推定され、その一部が栄養障害で死亡

した。結核死亡率も増加を続け、総死亡率も明

治以来の高率となった。こうした状態はわずか

数年間であったが、敗戦年の平均寿命は史上最

低の、男 23.9年、女 37.5年と推定されている。

平均寿命が短期間に大きく短縮した特例であ

る。 

 

敗戦後の人口増加、死亡率と平均寿命 

 昭和 22年（1947）の日本人総人口は 7810万

人に増加していたが、敗戦後の婚姻ブームで出

生者が増え、1950年には 8320万、1956年 9026

万、1968年には 1億をこし、さらに増加を続け

た。1949年には年間出生数が 270万でピークを

記録、その後漸次減少し始めた。一方総死亡率

は敗戦後急激に減少した。出生数が多かったが、

乳幼児死亡率は年々減少し、人口の急増が続い

た。衣食住が極めて欠乏していた時代である。

つまり、平和な環境では、栄養障害を防ぐ最低

の食料があれば人口が増加することを示し、ま

た平均寿命も延長してくる。これは開発途上国

でも観察されている事象でもある。 

 悲惨な状態で敗戦を迎えたが、敗戦直後から

死亡率は急速に低下し、1947年の調査では 1940

年より低く、1948 年には戦前の 75％に低下し

ていた。この時期は繰り返すようであるが、き

わめて厳しい生活条件であり、政府や占領軍の

民生・福祉対策も始まったばかりで、それほど

大きな影響がなかったのに死亡率が低下した

ことは予想外であった。原因は、乳幼児死亡率

の著しい減少が第一で、敗戦直後の 5 年間に

30％低下した。結核死亡率は戦後数年間、半減

するほどの急激な減少があった。結核死亡率の

激減は、敗戦前後の過剰死亡の影響と考えられ

る。急性伝染病死亡も激減したが、死亡数とし

ては少ない。なお 1950 年以降も死亡率の低下

が続いたのは、「平和効果」とも言えるものか

もしれない。この間、その他の主要死因はあま

り変化がなかった。1951年以降の産業の復興も

生活レベルを押し上げたが、この影響の研究は

極めて乏しい。 

 1945 年の平均寿命は異常に低かったことは

前述したが、2 年後の 1947 年の調査では、男

42.6 歳、女 51.1 歳と大きく延長、女子は戦前

より高く、翌 1948年には男 50.16歳、女 53.96

歳となり、1950 年〜52 年には男 59.57 歳、女

62.97 歳と驚くほどの延長となった。未だ生活

は不安定な期間であった。 

 

敗戦後の平均寿命延長の要因 

 敗戦直後約 5年間の異常な平均寿命の延長の

原因についての医科学的研究は乏しいが、筆者

は以下のように考えている。 

 1943 年〜45 年の日本の総死亡率は非常に高

く、この過剰死亡者には数年以内に死亡する弱
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者が多く含まれ、その後の死者減少にかなりの

影響を与えた。戦争が終了し、戦争と関連する

健康障害要因がなくなったので、さらに死亡率

は減少した。それらの要因の中には精神的要因

や敗戦後、全国的に労働負担が軽減したことも

含まれる。また、家庭内病弱者への看護や介護

に人手と時間を費やせるようになったこと、医

療受診や医薬品が前より容易に入手できるよ

うになったなどが死亡減少の要因と考えられ

る。 

 占領軍は治安を良好に保ち、伝染病対策への

強力な援助、公衆衛生の推進、民生安定への協

力等、住民の民生福祉を推進した。これは住民

の肉体的、精神的衛生面にプラスのことが多く、

占領下の日本政府も、命令を受け少ない予算な

がら、優先して疾病予防、保健、民生・福祉に

務めた事も効果的であった。政府が食糧の配給

制度の維持と食糧の確保につとめ、人心安定の

ための諸対策を展開し、混乱しがちな国内秩序

も不完全ながら回復したことも、死亡率を予想

以上に低下させ、平均寿命の延長につながった

と思われる。経済面では、物資不足で食糧以外

購入するものは少なく、失業者も一時的には退

職金で賄ったので、少なくともモラトリアムま

での半年間は経済的な困窮感は希薄であった

ようである。仕事が少なかったことは低栄養の

国民には都合がよかった。多くの家では戦争か

ら男手が帰り、精神的な安堵感と余裕も出来、

崩壊した家庭は再建を始めていた。もっとも、

戦争で財産や家族を失い、収入もなく、老人家

庭、母子家庭、戦争孤児、浮浪者など社会的弱

者は相当数あり、厳しい生活を続けていた。こ

の間栄養失調死は 1947 年から 50 年までに約 2

万人余り、脚気などの栄養障害約 3万人余りが

確認されており、社会的弱者は厳しい日々を送

っていたと推定される。 

 敗戦というショックは一時的には極めて大

きかった。しかし日がたつにつれて、戦争によ

る極度の緊張、空襲の恐怖、避難の毎日、灯火

管制など生活の大きな制限、家族の安否、食糧

難など、異常な雰囲気からの開放は、大きな安

堵感と精神心理的安定感が生じ、敗戦・占領、

服従という苦痛よりもはるかに大きな自由を

得たとする人々が大部分であった。軍関係者の

精神的心理的圧迫によるストレスは非常に大

きく、健康障害の原因になっていた。占領軍は

主要な軍事関係者以外戦争責任を追求しなか

ったので、そうした精神面での開放の効果も大

きかった。住民は戸惑いながらも、不合理な戦

争と、大きすぎた犠牲に気づき、新しい生き方

を探し始めた。精神心理的要因の健康影響につ

いてはさらに検討せねばならないと考えてい

る。また、戦時中には失業率は減少、相対的な

貧困感は減少していた。戦争による財産の消失

と物資不足は、戦前にあった住民間の社会階級

格差、差別感を大幅になくした結果を生んでい

た。こうした生活面の均質化は、後のマーケッ

トバスケット方式という給料体系を生み、生活

水準を比較的均等にレベルアップすることに

なり、比較的均質に死亡率を低下させる要因に

つながった。これが 1億という巨大な人口の平

均寿命を短期間に延長させた一つの要因と考

えている。 

 

1951年以降の平均寿命 

 1950年代、死亡率に最も影響した結核に対し、

政府は早期から出来うる対策を実施、強化し、

新しい予防システムを構築した。国内に出回り

始めた特異的な結核治療薬の効果は大きく、そ

の普及により、結核死亡率は順調な低下を続け

た。脳卒中、虚血性心疾患死亡率はそれほど増

加しなかったので、総死亡率は順調に減少し、

平均寿命をさらに延長させることになった。も

っとも、間も無く中高年人口の増加と共に、脳

心血管系疾患の死亡数は増加してくる。 

 1960年の平均寿命は、男 65.32歳、女 70.19

歳で、女子は 70 歳を超した。戦後の対策は女

性により大きな効果を及ぼしたからである。 

戦前は、女性により過大な心身の負担を強いて

きたので、反動的に効果が大きく現れたのであ
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る。 

 

1960 年以降の対策と平均寿命 

敗戦後、占領軍の公衆衛生対策の強化命令そ

の後の我国の予防医学、健康保持・増進の基礎

となった。結果として平均寿命は延長したが、

こうした減少傾向は戦後の対策の効果ばかり

ではない。1920年代から努力した生活改善運動、

乳幼児・青少年対策、栄養、体力づくりなどの

効果が、敗戦後の寿命延長につながっている。

つまり戦前の努力がなければ、戦後の回復はか

なり遅れたであろうと思われる。 

 1952年以降の国の予算を見ると、防衛費は少

なく、民生面と社会保障費、医療費の増加が目

立ち、年々社会保障や医療費の伸びはすさまじ

い。国民皆保険もその一つで、全年齢層に効果

が出てきている。 

 

1960年から 1975年の民生保健対策とその効果 

 1960年以降の保健福祉対策とその効果は、本

文 表 24のように、教育、労働、余暇について

は、1960 年以降 5 年間の改善率は 20〜30％と

相当に大きく、個人収入は各 5年毎、12〜16％

の伸びであり、住宅条件の改善も著しい。1960

年〜70 年では社会階層が上位に変化した率も

大きい。全国民中流化の一証拠である。1965年

〜75年は暴力行為の減少も著しい。1世帯あた

りの消費・支出を見たが、1970 年から 1990 年

の 20 年間に衣食住、保健費、教養、娯楽、交

通費とも 3〜4倍と増加、交通・通信、教育は 7

倍を超している。かくて平均寿命は 1960 年の

男 65.52歳から 71.73歳、女 70.19歳から 76.89

歳と男女とも 6歳以上延長している。 

 就業産業別従事者の総死亡率はかなりの差

があった。それで各産業別の人口分布の変化を

見ると、1960年から 30年間、第一次産業は 1960

年の 32.7％から 9.1％へ、第三次産業は 38.2％

から 59.0％と大きく変わっている。これは戸

外・筋肉重労働などから、室内頭脳的軽作業へ

の変化を示している。死亡率の高かった農林漁

業、採掘作業、サービス業の人口は約 1000 万

人で全体の 20％以下、死亡率の低い管理的、事

務、技術、生産過程従事者の人口は 3000万人、

55％であり、死亡率がより早く低下したことを

示唆している。これも平均寿命に影響している。 

 

1980年以降 

 1980 年以降の平均寿命は極めて緩やかであ

るが、2000年までに男 4.37年、女 5.85年のび、

それぞれ、男 77.72歳、女 84.60歳で世界最高

である。40 歳の平均余命をみると、10 年ごと

に男 2.5年、女約 3年延長、初老期の延長も小

さくはなく、100 歳老人の数も急増している。

これは生活水準の上昇と共に、医療や予防対策

の充実、拡大がある。医療は高齢者の余命延長

に相当貢献していることも忘れてはならない。 

 もっとも 1990 年代から、社会経済的な地域

格差、住民間の所得差が広がりつつあり、将来

の平均寿命に影響することが予想され、注意す

る必要がある。 

 

まとめ 

 日本の過去一世紀の平均寿命の変遷は日本

の歴史の反映であり、国民生活レベル、安定度、

住民の幸福度を示す良い指標のように思われ

る。平均寿命は政治形態、政策、経済発展の方

向、社会形態などと密接に関連し、特に医療制

度、医療保障により影響を受ける。当然、出生

年度、つまり時代の影響が強いわけである。平

均寿命は人為的に変えられるものであり、政策

の長期評価にはこの指標が有用のように思わ

れる。平均寿命が延びつつある現在は、過去の

政策が健康には有効であったことを示してい

る。長寿社会になり問題も多く出てきているが、

短命社会より解決は容易である。健康寿命（健

康で生きられる平均寿命）という指標があるが、

平均寿命と 2年くらいの差があり、平均寿命は

依然として良い指標と考えている。 

 現政策のまま、平均寿命をさらに延長するに

は地域的な経済格差を小さくする政策が考え

tetsuo
タイプライタ



Ⅱ.日本人の平均寿命と平均余命の推移 

 

 53 

られる。というのも、各都道府県別に平均寿命

を見ると、高い地域と低い地域では、平均寿命

の差は 2000 年で、男は約 3 年、女は約 2 年あ

る。また同一府県内の市町村間では、男で 4年

以上の差があるのは 13道都府県、女では 10道

県にある。愛知県内でも市町村格差が小さくは

なく、性差もある。名古屋市は裕福そうである

が、男女とも愛知県平均より低めである。これ

は市内で地域差があることを示している。した

がって、とりあえず地域差、性差の原因を調べ、

差を小さくする政策を考えることが必要であ

る。また中高年から老人の余命の延長が続いて

いるが、これは医療、福祉対策と密接しており、

医療費の急増は問題ではあるが、単純に抑制す

れば効果的な性質のものではない。将来を考え

た政策を十分に考えていただきたい。 

 終わりに、この平均寿命、平均余命の内容は

平成 20 年 7 月 1 日に旭ヶ丘高校、鯱光会で公

演したものを訂正加筆したものである。 

 

参考文献 

青木國雄: 日本人の平均寿命と平均余命、−過

去百年を振り返って 鯱光 598:5-11, 2008 

厚生の指標 国民衛生の動向 昭和 25年から

平成 20年 厚生統計協会

 



日本の唱歌、童謡（１４） 

       大正13～15年 

      

あの町この町 木の葉のお船 兎のダンス 証城寺の狸囃子 

カラタチの花 雨降りお月さん ペチカ カッコ鳥 あめふり 

俵はごろごろ この道   

 

  

 

  あの町この町 日が暮れる 日が暮れる 今きたこの道  

  かえりゃんせ 

  帰る燕は 木の葉のお船ネ 波に揺られりゃ お船は揺れるね  

  サゆれるね 

  ソソラ ソラ ソラ 兎のダンス タラッタ ラッタ ラッタ  

  ラッタ ラッタ ラッタ ラ  

  脚で蹴り蹴り ピョッコ ピョッコ 踊る 

  証、証、証城寺、証城寺の庭は ツ ツ 月夜だ  

  皆出て来い来い来い 

  雨降りお月さん 雲の蔭 お嫁に行くときゃ 誰と行く 

         （ともに 詞 野口雨情  曲  中山晋平） 

  カラタチの花が 咲いたよ  白い 白い 花が 咲いたよ 

  雪の降る夜は たのしいペチカ ペチカ燃えろよ お話ししましょ  

  むかしむかしよ  燃えろよ ペチカ 

         （ともに 詞  北原白秋  曲  山田耕作） 

  あめあめ ふれふれ 母さんが 蛇の目で おむかい うれしいな 

  ピッチ ピッチ チャップ チャップ ランランラン 

         （詞 北原白秋  曲 中山晋平） 

  この道は いつか来た道 ああそうだよ あかしやの 花が咲いてる 

         （詞  北原白秋  曲  山田耕作） 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
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日本の唱歌、童謡（１５） 

    昭和2～9年 

 

昭和の子供 赤とんぼ  ぺたこ  汽車ポッポ  鞠と殿様  

キューピ・ピーちゃん  赤き翼  こいのぼり  グッド・バイ 

兵隊さん  摘み草  動物園  牧場の朝  滝 

  

 

 

  夕焼け小焼けの 赤とんぼ  負われて見たのは いつの日か 

         （詩 三木露風  曲 山田耕作）   

  お山の中ゆく 汽車ポッポ ポッポ ポッポ 黒い煙をだし 

  しゅしゅしゅしゅ 白いゆげふいて 機関車と機関車が 前ひき  

  後押し なんだ坂 こんな坂 なんだ坂 こんな坂 とんねる 鉄橋 

         （詩 曲  本居長世） 

  てんてん てん鞠 てん手鞠  てんてん 手鞠の手がそれて  

  どこから どこまで飛んでった 垣根を越えて 屋根超えて 

  おもての通りへ 飛んでった  飛んでった 

         （詞 西條八十  曲 中山晋平） 

  赤い翼 胸の翼 緑の風を切り 進みゆく 赤き翼 胸の翼 

  われらの誇りを 輝かし いざゆかん われらの友 ほがらかに 

  歌いつつ  いざゆかん われらの友 口笛ふきつつ 

         （訳詩 サトーハチロウ 曲 ケリ－・ミルス） 

  やねよりたかい こいのぼり 大きいまごいは おとうさん 

  小さいひごいは こどもたち おもしろそうに およいでる 

         （詩・曲  日本教育音楽協会） 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
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tetsuo
タイプライタ
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Ⅲ.栄養失調症についての知見補遺 
 

この内容は、2008年、日本疫学会の Journal 

of Epidemiology、18巻、2号に掲載した“Short 

History of Epidemiology for Noninfectious 

Diseases in Japan. Part3: Nutritional 

Dystrophia”を邦訳し、それをベースに記述し

たものである。本文は英語であり、国内であま

り読まれておらず、食生活や栄養と健康・疾病

問題を考える上で、かなりの参考になると考え

た。それで、原文をかなり訂正、加筆してここ

にのせたことをお断りしたい。 

 

はじめに 

 1945 年 8 月 15 日、国民は長い戦争による多

くの犠牲や、物質不足に加え日常生活の厳しい

制約、露骨な精神心理的圧迫から開放されたが、

生活面では、職場と資産を失い、食料不足によ

るその被害は、想像できぬ位大きかった。一部

は栄養障害が進展し栄養失調症を発症し、多く

が看護・介護もなく死亡した。筆者は当時の低

栄養の惨めさを体験し、また何人かの栄養失調

患者、各種の栄養障害者を目撃している。あれ

ほどの惨苦をなめながら、半世紀を経た現在、

ほとんどが忘れてしまったようである。栄養失

調症の文献は極めて少なく、また敗戦直後のこ

とでまとまった成書は乏しく、例えばどれくら

いの人々が死亡したかも専門的な研究者です

ら知らない時代になった。筆者は栄養学者でも

ないが、あえて当時の記録を収集し、できる限

り疫学的な総括をしようと考えた。栄養過剰の

今日大問題であるが、栄養不足による障害の特

性を明らかにしておくことは栄養過剰にも有

用ではないかと考えたからである。もっとも、

集められた資料は極めて限られているが、将来

何らかの参考になれば幸である。 

 

戦時中の栄養障害研究 

栄養失調症は第 1 次大戦後のドイツなど敗

戦国で多発し、広く知られた病名であった。食

料不足による栄養障害者の一部が、別の外的、

内的要因と複合して特異的な症侯群に発展し、

死に至る病である。しかもその病態は一見、個

人個人、発生集団で異なるので、一般の疾病単

位のように普遍的特性が研究できるかどうか

が危ぶまれていたようである 1)。 

 わが国では 1940 年代に入り、中国など外国

派遣の兵士の間で栄養失調症の報告があり、

1942 年以降は国内でもまれでなく観察される

ようになった。栄養失調症は食料が増加すれば

ほとんど消失する。1940 年代に入り、食糧確

保と同時に、必要栄養量や食生活改善の研究に

力が注がれ始めたようである。 

 栄養学については、佐伯２）の努力もあり、わ

が国では 1980 年代から医科学の一部門として

認められ、体系化されつつあった。そして、発

育期を中心に、体位、体格、運動力、抵抗力と

関連した栄養素の特性、摂取栄養素の構成、摂

取状況、食習慣といった基礎的、実際的な研究

が続けられていた。疾病との関連ではビタミン

欠乏症の研究が多かった。衛生学研究者間では、

戦時下の限定された食糧の中で、栄養・調理・

献立、生活のあり方の研究が始められ、外地で

ある熱帯や寒帯地域での気候馴化や栄養につ

いての各種の研究討議が続けられていた。戦時

下の食糧、栄養問題が重要で緊急な課題であっ

たわけである 3・5)。 

 1940 年以降、戦争の拡大と共に軍事用の食

糧は漸次増大するので、限られた収穫量では

一般国民の食糧割り当てを減らすこととなり、

その影響が年々大となった。その結果、翌 1941

年から低栄養患者が増加し、1943 年頃には一

般病院で栄養失調症らしい患者が記録され始

めた。敗戦後、配給食糧は質量ともに悪化し

た。特にこの年の秋の収穫は日照りと 9 月以

降の長雨のため前年比 68.8％という大凶作

(収穫予想量 587 万トン)に見舞われたことも

原因であった。これは大正・昭和期を通して

最悪の収穫であったという。主食を補ってき

たさつま芋の収穫も大不作で、夏から秋にか
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け、配給食糧は少なく、遅れがちになり、一

方巷では闇市場が盛んになり、穀類の価格は

高騰してきた。マスコミによる年末から春季

の端境期には 1,000 万人が飢餓死するという

報道が人々の不安をあおった。事実、1945 年

末より各病院の栄養失調症患者数は急増して

いた。栄養科学研究会が 1940 年に出版した栄

養学文献抄 6)の中では、軍医団雑誌からの項目

に中国における軍隊での「戦争栄養失調症」の

論文が 4 編も出ている。1944 年末、厚生省は

学術研究会第 9部第 5班(栄養失調症)の研究班
1)を組織しているが、この研究会議は、戦時中

には開催されなかったようである。 

 敗戦後日本政府は、先に組織した学術研究会

を開催させ実態の把握を急がせていた。敗戦後

の食糧危機を乗り切るには、占領軍司令部の援

助が必要であり、それには日本の食糧事情や悲

惨な栄養障害の実態を証拠として示す必要が

あったからである。 

 

学術研究会栄養失調症研究委員会 

 栄養失調症研究会は、敗戦後の 1945 年 9 月

に第一回会合が開かれたとある。この研究班長

は坂口康蔵東大教授で、彼は、翌 1946 年 9 月

の中間報告 1)で以下のように述べている。この

委員会では栄養失調症の発生状況、原因、発生

機転、病理、症候、予防及び治療について、6

回にわたり協議したが、未だ結論に至っていな

い。しかし厚生省から国民栄養調査上必要なの

で、中間報告の公表を要請された。栄養失調症

については、第１次大戦後ドイツなどで多発し、

飢餓浮腫、戦後浮腫と呼ばれており、わが国で

も、戦時中、軍隊に高度の栄養障害が発生し、

これを陸軍は戦争栄養失調症と命名、海軍では

不馴化性全身衰弱症、また民間で発生したもの

は単に栄養失調症と呼んでいた。学術研究会議

では、栄養失調症という用語は病名として純学

問的には的を得ていないと考えたが、今日、医

界でも民間でも栄養失調症という名称が普及

しているので、当分この名称で研究し、本態が

明確になれば、合理的改名を行うこととし、さ

しあたり、本症を栄養失調症(Malnutrition 

Dystrophia)と呼ぶことと決定した。この研究

には脚気などビタミン欠乏症は含めないとし

て委員会の討議を始めた。まず過去の栄養失調

症に関する多くの発表や、新しい調査成績を討

議して、総合的に本症の発生や状況や、病態、

経過、予後を検討している。 

 栄養失調症の原因として、摂取エネルギー不

足にくわえ蛋白質の質・量の欠乏によるものと

し、それに特異的な外的、内的要因が加わり発

症することを記述し、ビタミン欠乏症とは明ら

かに異なると名言している。多彩な自覚的、他

覚的症候があり、息者の血清化学的所見、尿所

見、基礎代謝の変化をのべ、病状経過を総括し

ている。診断は重症者では容易であるが、軽症

では難しく、合併症が多く、合併症があればい

ずれが主因か困難なことが多い。脚気、慢性伝

染性疾患、消化器潰瘍、肝硬変、その他内部臓

器疾患との鑑別が重要である。一部では血液所

見などから早期診断の可能性を論じている。本

症の予防は、カロリー補給と蛋白質の質的、量

的な確保が第一であり、栄養不足の場合の対策

には、体の消耗を避ける、食事のバランスを考

え、調理方法、献立、よく咀嚼する。比較的軽

症者の治療法は安静と保温、食事療法であり、

重症者には輸血が有効であるが、その血液確保

は難しい。アミノ酸剤、ホルモン剤などのほか、

骨髄の煎汁も有用としている。食糧も薬剤も乏

しい時期の対策指針である。坂口はこの研究会

の成果を講演 7)し、栄養失調症の病態と発生機

序、食物の栄養素と消化、吸収など代謝面の解

説と同時に、予防の現実的な方策を提言した。

この研究委員会での討議記録は入手できなか

ったが、戦後の栄養失調症研究は多くはこの研

究班報告を引用しており、そうした論文をでき

るだけ集め展望し、とくに疫学的調査内容の概

要をまとめてみた。 
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戦時下および戦後の体重減少と食物摂取量 

 栄養失調症の背景には慢性の栄養障害者群

がある。前述したように 1941 年からは確実に

食糧事情は悪化し、戦争末期には配給制の食糧

も減少していた。敗戦後にはそれにかえ、対策

不足と戦災で荒廃した生活環境が患者を急増

させていた。 

 大森憲太は、1947 年、国内や諸外国の文献、

前述の学術研究会の多くの報告を引用し、本症

を総括、いち早く「栄養失調症」という単行書
8)を刊行した。彼は、戦時中の栄養障害者につ

いて触れ、わが国でもすでに 1940 年頃から栄

養失調症と同じ状態が大阪で観察され、ついで

京都、1943年には東京でも報告されるようにな

った。栄養失調症の前段階としての体重の減少

傾向に触れている。1944 年、厚生省研究所厚生

科学部が実施した「戦時下の国民体力の動向に

関する調査」を紹介、これは 5 都市での鉄道局

員 596 名と国民学校教員 1234 名についての

1939 年以来の体重の動向調査を紹介している。 

 対象者の平均体重は 1939 年から年々減少し、

その程度は、鉄道局員では年間 2.52kg、教員

は 1.66kg であった。また東京、大阪の妊婦で

は体重減少が報告され、新生児体重は大阪で約

50g 減少していた。仙台でも学童の身長体重の

減少について近藤正二の報告がある。文部省で

の 1937年から 1945年の間の学校衛生統計を検

討し、学童・生徒では 1941 年頃からすでに身

長体重の減少が見られているが、都会に比べ農

村での減少傾向は少なかった。大都市の家庭調

査では、摂取熱量は 1944 年から減少しはじめ、

特に蛋白質減少が大きい。会社、工場の従業員

は作業内容で食糧配給にかなりの施設差があ

った。食糧配分は均等ではなかったわけである。

つまり食糧供給は敗戦 4 年前から減少傾向に

あり、配分食糧は地域、施設差があり、そして

栄養障害は各集団間に差があったが、すべてが

徐々に悪化、進行していたと述べている。 

 井上 9)は 1938 年から 1946 年の間、京都帝国

大学看護学校の入学受験者の体格検査を検討

しているが、平均体重は 1940 年度より急激に

低下し、1945 年度にはさらに低下、戦後の 1946

年度になっても回復しなかったという。京都帝

国大学の学生(21歳)の体重も同様に 1940年か

ら急激に低下していた。同様な報告が全国各地

から報告されていることを紹介している。福田
10)も 1946 年 1 月末の調査で、15-20 歳の千葉

医科大学看護学校生徒 177 名の栄養調査の結

果は、1 日の摂取熱量は 1500kcal、蛋白質 5g

と低く、家庭から離れ宿舎生活期間の長い生徒

(上級生)ほど栄養障害の割合が高かった。脚気

症状も新入生を除くと 20％前後と高く、血圧

は一般に低かった。つまり、国内では早くから

食糧不足のため低栄養者が相当数に上ってい

たわけである。 

 佐藤 11)は 1946 年、都内の住民と寄宿工場労

働者を調査して、配給食糧のみの生活者は比体

重が低く、別に食料を得ることができたものは

高く、社会経済状態により栄養障害頻度が異な

ると報告した。井上 9)の人体実験では摂食量が

男 1750kcal、蛋白質 75g、女 1550kcal、70g

以下では体重が減少し、作業能力も低下し、軽

作業にとどめても栄養障害は現れる。蛋白質以

外、脂質の摂取量の関与も重要としている。 

 大森 8)は、地域別栄養摂取量の変化について、

東京都住民は 1942 年以降熱量、蛋白質摂取が

減少、大阪、名古屋、京都でも同様減少傾向に

あった。1944 年、軍需工場での摂取エネルギ

ーは 2200kcal 以上で良好であったが、工場差

があったという有本邦太郎の報告も大森が紹

介している。戦後の厚生省調査でも、摂取栄養

量に明らかな地域差や社会階層差があること

を示した。つまり栄養障害はきわめて地域、集

団で不均質な状態にあったことは事実である。 

日本食生活史年表から 

 西東の日本食生活史年表12)から関連事項を

列記すると以下のようである。 

 1940 年 2 月、食糧配給制度が公布され、配

給米に外米が混入された。砂糖購入が制限され

た。食品価額高騰で規制が始まる。妊産婦、乳
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児に食糧特別配給。 

1941 年 4 月に米穀配給通帳制が実施、1 人 1

日、2 合 3 勺（330g）の割当となる。学校給食

奨励規定（虚弱児、貧困家庭児に給食）、野菜

不足深刻化。米穀国家管理要綱により米の買い

上げ決定。魚肉、卵などの配給制。 

 1942年には食塩、味噌・醤油が配給制、食糧

管理法公布、農業生産奨励規則、すでに生魚介、

惣菜類、乾物類の45-49％が闇価格で購入され

ているとある。 

 1943年には米の一部代用に馬鈴薯配給、食糧

自給体制強化と自作農の奨励。都市近郊の食糧

買出し取締り強化、学童疎開開始。 

 1944年は、学童500万人を食糧増産に動員、

食糧増産隊幹部に農学部学生を動員、高級料亭、

バー・酒店閉鎖、雑炊食堂開設、砂糖配給停止、

大都市の学童疎開決定。 

 1945年7月、米配給10％減の一日2合1勺とな

る。労務特配は停止となった。 

 敗戦後8月に政府は食糧確保緊急処置を決定、

9月には、占領軍に国民一人一日1551kcalとい

う受給計画書を提出した。9月から東京都内で

闇市が始まった。10月占領軍司令部に食糧輸入

を申請、11月許可、東京日比谷公園で餓死対策

国民大会が開かれた。この頃から東京上野駅で

飢餓死が増加した。12月占領軍総司令部の命で、

厚生省は東京都民の栄養調査を実施した。 

 1946年1月、マニラから小麦粉約900トンが

到着、3月米国から小麦2.5万トン到着した。

東京の闇市露店は6万店に達する。一方、食糧

難のため田舎から都市へ人が転入するのを抑

制する法令が出た。1946年4月の東京都内の配

給米の遅れは平均3.7日、6月は18.9日と悪化

した。5月には大規模な食糧メーデーがあった。 

 1946 年 10 月農地改革法が公布され、11 月に

入ると米の収穫が平年並みとわかり、米配給量

は 2 合 5 勺に増量され、甘藷も豊作で消費が増

加した。12 月大蔵省の調査結果として、国民

一人摂取エネルギーは 1380kcal、生計費の

70％が食料費、ただしサラリーマンは平均

1900kcal に増加したと発表した。 

 1947 年は農家からの米供出がわるく、政府

は強権を発動した。6月の端境期には、米の遅

配は東京で 13.2 日、名古屋で 9.7 日、大阪は

7.1 日と再び悪化、7 月には 20 日を越した。栄

養失調死の増加が報道された。10 月、東京地

方裁判所の山口判事は闇米を購入せず、栄養失

調症で死亡した。1946年 11月には新米が入り、

米の遅配はなくなった。こうした背景にもかか

わらず、日本人の平均寿命は延長し、50 歳を

超した。 

 1948 年 3 月に政府は、米の供出量が目標を

越したことを発表、配給継続にめどが立ち、8

月に占領軍総司令部は「日本人の消費エネルギ

ーは 1300 から 1440kcal（2 合 7 勺）に増加」

と発表し、9 月には食物配給と経済安定に関す

る声明を発表、11 月から実施した。全国的に

は 10 月頃から食糧事情は好転し、果物類の統

制令が撤廃され、砂糖などの輸入も増加、1949

年には野菜の統制も撤廃、供出後の芋の自由販

売が許可された。平均寿命は 55 歳をこす、な

どとある。 

 おおよそ 10 年間、食糧難で苦しんだことに

なる。 

 

栄養失調症に関する研究 

 大森は、学術研究会委員会で発表された軍隊

での栄養摂取量と栄養失調症の関連を展望、分

析し、栄養失調症は性・年齢や、作業内容、季

節、特に寒冷の影響が強かったといっている。

栄養失調症の臨床症状、病態を要約して示し、

また各種文献から栄養失調症の死亡率は

10-20％とし、合併疾患で変わること、有病率

については、東京の調査からは住民の約 5％と

確定している。しかし有病率は地域・集団で、

1～26％と幅広い数字を挙げている。彼は、1946

年の状況では餓死者は 1000 万人をこすと推定

していた。 
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軍隊での栄養失調 

 栄養失調症は既に述べたとおり、海外派遣の

軍隊で 1940 年頃より発生したとの報告 6)があ

る。平木 13)も陸軍では 1938 年以来の中国で多

くの報告がでているが、内地でも 1947 年以前

に、すでに 9 編もの栄養失調症の報告がある。

彼は 1944 年陸軍入隊の初年兵の栄養失調症に

ついて、初年兵は入隊後 2-3 か月で著しく痩せ、

臨床症状が発現し、死に至るものがある。入隊

後 2-3 か月を経過すると栄養失調症は減少す

る。原因として、入隊直後の生活環境の激変に

問題があるとしている。また外地から還送され

た栄養失調症患者の病態を観察、内地で発生し

た患者とは異なり、外地発病患者は第 1 次大戦

後ドイツなどで観察された浮腫患者に似てい

ると言っている。1988 年には清水勝嘉が関係

資料を発表、山本俊―がこれについて、1938

年からの中国での兵士の患者発生状況など紹

介している 14)。 

 海軍の杉田保 15)の報告では、1944 年より水

兵の体重減少がつづき、回復する傾向はなく、

12 月になるとさらに急激に減少、特に練習航空

隊で著しかった。1945 年 1 月から 6 月の期間に

体重減少が大きかった航空隊、学校生徒の中で、

約 6000 名の栄養失調症が発生、500 名が死亡し

た。彼らの摂取総エネルギーは 2,150kcal から

2,870kcal であり、蛋白質も 80～90g を維持し

ていた。しかし、軍事訓練、関連作業が激しく、

寒冷曝露の影響もあって、栄養失調症に発展し

たのではないかといっている。この集団での患

者増加傾向は 1945 年 6 月まで続いたが、以降

は減少した。それで彼はとくに寒冷要因の役割

を重視している。 

太平洋の離島パラオに孤立した海軍部隊に

ついての観察で、辻達彦16・17)は、1945年1月か

ら9月までに8,200名中1,151名、14.3％の栄養

失調死があり、特に6-7月は総エネルギーが

600kcalまで低下し、死亡も多かったと報告。

一方パラオでの陸軍部隊は21,069名いたが、

1,200kcalという低い主食供与であったが、そ

れを維持できたためか、死亡者の割合は8.8％

と低かった。この中には伝染病死も含まれて

いる。食糧以外の条件も大きな関連があるこ

とを示唆している。また栄養失調症死亡約70

名について統計的に解析、夏季食糧が

1,200kcalより減少すると共に死亡が増加し

た。患者は兵曹以下兵士に多く、また25歳以

下が過半を占めた。他に過重労働も一因と考

えていた。発病から死亡までは平均47.63日で、

1,100～1,200kcalで大半発病したという。土

屋広吉18)は南方戦線のヤップ島でも1944年よ

り食糧事情が悪化し、9月より甘藷などを栽培、

現地でえられる食糧を自給したが、1945年6月

から食糧事情が悪化、栄養失調症が増加した。

その過半はアメーバ赤痢回復患者であり、赤

痢が回復しても栄養失調症の予後は悪かった。

治療は輸血以外有効なものはなく、輸血も供

血者が乏しかった。宮崎二郎19)の調査報告では、

1944年4月から減食を余儀なくされた孤島(戦

場)で、摂取エネルギーが減少すると、約1か月

遅れて体重減少や自覚症状が出現することが

詳細に記録されている。7月の摂取総エネルギ

ーは最低856kcalであった。1945年1月より栄養

失調症が激増、多数の死亡者が出た。戦争終了

により、米軍からの食糧援助で栄養失調症はな

くなった。彼は栄養低下に伴う激しい精神障害

も観察している。これらの報告はそれぞれに臨

床症状に相違があり、経過も異なっていたが、

末期の悪液質は共通していた。 

佐藤20)は1946年3月南方戦線から帰国した兵

士、作業員の栄養調査を実施、内地出発前より

も帰国後の体重が減少していた者が大部分で、

体重減少幅の大きいほど作業能力は低下して

いると述べている。 

 

民間での栄養失調症 

 民間人では、1944年から京都拘置所に拘留中

の収容者に栄養失調症の増加したことを大森8)

も井上9)も紹介している。刑が確定しても刑務

所内で受刑中の者では、栄養失調症患者は少な
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かった。与えられた食事の総エネルギーを見る

と、拘置所では1,561kcal、蛋白質55.2gと少な

く、それがさらに低下した時期に患者が増加し

ていた。一方刑務所では同じ時期に、エネルギ

ー2,259kcal、蛋白質77.lgが維持されていたの

で患者発生が少なかったという。どの報告も食

物摂取量と栄養失調症の発生は密接な関係を

示し、一般的に年齢別では、患者は高齢者に多

かった。 

戦後の東京都での行路病死解剖者についての

松永ら21)の報告では、約30％が栄養失調症と診

断されていた。 

萩原22)は戦時下の食生活を詳細に記録して

いるが、1944年から食料不足が著しくなってい

るが、平均エネルギー摂取が1,900kcal以下に

なると栄養失調者が発生する。 

1943年にはすでに東京も大阪も、摂敗エネルギ

ーは1,900kcalになっていたという。戦時中集団疎

開した学童の配給食糧も厳しく、耐乏生活を強い

られたが、しかし栄養失調症の実態についてのデ

ータはない。 

 

栄養失調症に就いての井上の報告 

学術研究会栄養失調症研究班の委員であっ

た井上硬(京都大学内科)は、この研究会を機に

栄養失調症の研究を精力的に継続し、1947年の

第44回内科学会、第88回の消化器病学会で「日

本人の栄養」という宿題報告を発表している。

困難な時期に膨大な研究をしており、単行書に

なっている。その内容のうち、文献考察、統計

的観察、発症要因、予防、国民栄養の改善など

について要約する。 

 井上はいわゆる栄養失調症の概念を整理し、

学術研究会委員の支援を得て、全国の8大学、

3病院について調査し、過去約20年間、8,421

例についての発生状況、性・年齢別分布、職

業、病態、経過など検討したが、診断基準に

は施設差や年代差があり、患者の病態も均質

でなかった。それで、より客観的な研究には、

京都大学(京都帝国大学)第一内科という同一

施設での症例の研究が必要として、1942年8月

から1947年2月の間、外来で診断された脚気以

外の栄養関連疾患に就いて分析した。診療総

患者数は737例(全新来患者の5.7％)で、すで

に1942年までに少数ながら患者がでており、

1943年は37例、1944年は160例と増加、後者は

全外来患者の5.3％となった。1945年は323例

(全患者の10.7％)と倍増し、特に1944年末か

ら急増していた。1942年8月から1947年2月ま

でに栄養失調症と診断したのは、このうち665

例(90.2％)で、新患総数の5.7％で、約10％は

別の疾患であった。その臨床疫学像は以下の

様である。患者は寒冷期に増加、女より男が

多く、年齢は青・壮年期に多かったが、若年

者も老年者も少なくはなかった。職業別では、

農業関係者は少なく、工員が多かった。事務

員、無職(主に主婦)の患者も少なくなく、学

生も例外ではなかった。患者を、軽症(治療不

要)、重症(治療しても改善が少ない)、及びそ

の中間に分類すると、重症群は、明確な共通

の症候を示したので独立疾患として取り扱っ

てもよいと判断された。重症者は40歳以上に

多かった。慢性の経過をたどった者が大部分

であったが、急性型もあった。井上はこれら

患者を臨床病態生理学的に観察、剖検所見も

加えて、その疾病像を総括し、特に重症例の

疾病特性を明記している。彼は1946年以降の

全国各地で実施された調査から推定すると潜

在的栄養失調症は相当に多いとしている。な

お、入院患者での死亡割合率は4.2％であった

が、刑務所での調査では31.7％と高く、別の

要因の介在が推定された。 

 本疾患の原因は多要因的に把握するのが妥

当とし、外的には食物の量と質、過労、睡眠、

環境温度、内的には性・年齢、体質、消化器障

害、自律神経失調、内分泌、間脳・下垂体系の

異常を上げ、その要因の組み合わせで病態が異

なることを示した。食品摂取も熱量、蛋白質、

脂肪の減量との関連を実証している。予防では

積極的には食糧の改善、消極的には坂口の要約
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と同じ提言をしているが、早期診断による重症

化の予防も上げている。 国民栄養の改善につ

いては、食糧の量と共に質、特に脂質の問題を

取り上げており、食糧の配分、配給、利用効率

などに就いて言及し、さらに、国民栄養の系統

的調査の重要性を説いている。 

 井上の発表の後、1948年には児玉桂三23)が全

国栄養調査の結果を踏まえて「今後の我が国民

栄養の在り方」の中で、我が国の食料政策を論

じており、いかに現実的にこの栄養障害を克服

するかが大きな論点であった。 

 

1946年以降の政府の対策 

 すでに西東の年表12)で紹介したように、政府

は戦時中も各種の対策を講じたが、軍事優先時

代には国民の福社は無視されたと同様であっ

た。しかし敗戦後は、独自の対策を考え、占領

軍総司令部にも陳情しながらより有効な対策

に努力していた。すでに食料輸入の許可を得、

1946年2月には若千の小麦を輸入できた。また2

月には食料緊急令を出し、法令の下で、供出を

渋る農家から強権的に在庫の米麦を買い集め、

配給した。萩原22)によると終戦後、日本軍部に

保管され連合軍に接収されていた300万石の米

が、この危機時に、連合軍から日本政府に渡さ

れ、配給米になり、一時をしのぐことができた

という。1945年は世界的な不作年であり、敗戦

国が無条件で直ちに援助を受けることは難か

しかったので、占領軍總司令部は、政府に日本

人の栄養実態調査を命じ、その結果を見て判断

しようとしたとのことである。そこで厚生省は

1945年12月に、まず東京都で住民栄養調査を実

施した。これは東京都35区の住民31,968名(男

14,457人、女17,511人)について栄養の実態を

調査し、12月に初期の結果を公表している。内

容は調査者のうち、平均体重以下の者は、男

55％、女36％あり、また栄養障害を示す指標で

ある、貧血、口角炎、舌炎、浮腫、月経障害の

有病頻度が3.5～10％、慢性下痢は約3％、徐脈

は約2%であった24)。こうした報告を受けて占領

軍総司令部も事態の急なことを知り援助に踏

み切り、2月に小麦粉を緊急に放出したようで

ある。1946年4月、東京都は都下の1か月間の変

死者等の剖検死囚調査を実施した。行路死亡が

35％あり、剖検された186例中、全身衰弱11、

飢餓死27、栄養失調死14と栄養障害関連が約

30％を占めたことも速報25)し、後に医学誌に発

表21)している。国立研究機関でも1946年冬季、

東京都民619名の生活の実態を住居、収入、エ

ングル係数、家庭菜園の有無などに就いて調べ

ているが、戦災を受けた家庭では極めて狭い居

住空間で生活し、生計費中の食費は60％をこし、

田舎の家庭での49％より10％以上高かった。戦

災の有無は当然ながら戦後の生活に大きな影

響を与えていた。また体重、身長、疲労傾向、

蛋白尿、血圧、栄養障害症侯、基礎代謝などの

検査から、栄養障害者の血液、尿所見を一覧表

にまとめ、栄養障害者の血液や尿の異常所見も

まとめている26・28)。 

 厚生省は東京都の栄養調査を基礎にして、

全国的に栄養実態調査を企画した。1946年5月

からは、大阪、名古屋、福岡、呉の5大都市、

その周辺の9府県の農村の調査を実施する計

画で、同地域の2回目の調査には福岡の鉱山も

加えた。それに引き続き、1946年8月(夏)、11

月(秋)に第3、第4回の調査を実施し、収穫や

季節との関連も検討した。この4回にわたる栄

養調査結果、はじめて日本全体の実際の食生

活の動態と、栄養障害の程度や推移が明らか

になった。政府(厚生省)による全国的な栄養

調査は疫学調査といってよい。この調査に関

連したいくつかの報告29・36)に基づき、その概

略をまとめてみた。もつともすべての報告を

入手したわけではないことをお断りしたい。 

 

敗戦後の国民の摂取栄養量と栄養障害、栄養

失調症 

 

1945年の全国栄養調査 

 敗戦時、占領軍総司令部による政府部局の組
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織改革があったが、厚生省にあった栄養課は残

されており、この部局のスタッフは、戦時中に

住民の栄養調査などを実施していた。その栄養

課が中心となり、調査を企画、実行したとある。 

調査対象は抜き取り式(標本調査)を採用し、

人口100万以上の都市では住民の1％、50～100

万の都市では2.0％を抽出、郡部では隣接都市

と同数の対象について、身体状況を調べ、その

半数に食事調査を実施した。これは優れた疫学

調査である。 

 東京都民の栄養調査を実施した柔原丙午32)

によると、計画は関係者が会合を重ねて調査方

式を決定し、調査票を作り、検診場所の設定、

検診班の構成、また調査する地域の人口構成表

を作成、該当者名簿を作り、地域ごとの連絡会

で説明、町内への協力要請なども行なっている。

調査内容は、面接問診と身体症状調査で、身体

症状は医師、看護師、保健師、栄養士を含む7

名を1班として、決められた要綱にしたがって、

問診と診察、食生活問診を実施、問診票から

栄養価算定、集計は一括して実施した。対象

は調査人員と世帯数を東京都の各区、村の、

それぞれの人口に対し、性、年齢、職業、経

済状態を考慮して偏りがないように選定し調

査した。鉄道局員を対象に含め調査した。調

査は4回とも毎回、可及的同一人により、同一

世帯を調査した。身体調査は一定の場所で所

定の調査票にしたがって実施、食事摂取量は3

日間継続して細大漏らさず所定の票に記入せ

しめ、栄養士が点検、評価、集計した。身体

症状は栄養障害と関連する身長、体重、貧血、

口角炎(口内炎)、舌炎、膝蓋腱反射、浮腫、

毛孔性角化症、慢性下痢、月経遅延または無

月経、徐脈、母乳分泌不足、角膜乾燥症(角膜

軟化症)、骨発育不全である。栄養失調の自覚

症は、俗怠感、疲労感、手足の冷感、皮膚の

変化、皮膚角化症(毛根)、浮腫(顔面、ついで

四肢)、徐脈、呼吸数減少、低体温、低血圧、

多尿、口角炎、舌炎、慢性下痢、精神神経症

状(睡眠障害、頭痛、めまい、耳鳴、記憶力低

下など)としたが、これら症状は、栄養失調症

と関連するとの研究報告に基づいたものであ

る。また別の報告では、日比33)は牛込区におけ

る身体的調査を詳述している。これは当時と

しては国を挙げての大プロジェクトではなか

ったかと思われる。調査は優れた住民ベース

の疫学調査であり、精度のよい資料が得られ

ていると判断された。敗戦直後ではあったが、

自分らの問題であり、住民の協力も大きかっ

たが、当時の調査担当者の能力も高かったと

思われる。 

 第1回の調査結果について桑原は、東京区民

の調査は31,968名、3,514世帯に実施、このう

ち食生活では、摂取エネルギー量は、区民の

熱量は1971.5kcal、蛋白質は64.2g(うち動物

性は13.6g)であった。配給食糧から摂取した

のは54.7％のみで、不足分は非公式(闇市場)

に調達されており、ごく一部は自家栽培など

で補給していた。これは周辺農家からある程

度の余剰の食料が闇市場に出回っていたこと

を示している。 

 東 京 都 区 別 の 摂 取 エ ネ ル ギ ー 量 は

1,670.6kcal～2,953.2kcalで、地域差があり、

また職業別では3,393名の集計で、勤労者は

1,104.5kcal、商業は2,288.2kcal、労務者は

2,150.4kcal、工員は 2,261.lkcal、無職は

2,462.5kcalで、勤労者で低かった。区民の多

くが闇市場で食料購入ができたのは、敗戦で

失職し、かなりの退職金を得たことや、物資

不足でインフレーション傾向となり、貨幣価

値が下落し、新円への切り替えの噂が出たこ

ともあり、食品購入意欲が高かったからとも

いわれる22)。 

 1945年秋の農作物の不作は、冬以降の食料

対策を難しくした。端境期にあった翌年5月の

調査では、東京区民の摂取総エネルギーは

1,351.9kcalに低下していた。幸い実施調査の

結果をうけて、4月から占領軍総司令部からの

緊急食糧援助が始まった。それで最も食糧が

不 足 す る 予 定 の 8 月 の 調 査 で も 、 平 均
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1,827.8kcalまでに回復していた。一方東京都

民の摂取総エネルギーは最悪の5月で、平均

2,075.5kcal、8月では2,079.6kcalで、低いな

がらも都市住民よりはつねに高かった。1946

年11の調査では、東京区民の摂取総エネルギ

ーは2,051.4kcalに上昇、農民は2,366.6kcal

に回復した。鉄道局は日ごろからも各種調査

に協力的であり、正確な資料がえられる調査

集団であるので、この栄養実施調査の封象と

なったが、鉄道員の摂取総エネルギーは1946

年5月の調査では1,685.8kcalと低く、外部か

らの購入が少なかったこと、また収入も多く

はなく、買い付けの時間的余裕も少なかった

ことを示唆している。彼らの摂取エネルギーは、

8月1,896.3kcal、11月は2,002.4kcalと増加し

たが、他の群よりも低かった。サラリーマン家

庭の食糧補給の困難さを示す例として重要で

ある。 

 栄養素のうち蛋白質の摂取量をみると東京

都では1946年11月では55g前後で、動物性蛋白

のみでは区民で14.5g、農民では2.7gであり、

都民も低いが農村での動物性たんぱく摂取量

は相当低率であり、穀物摂取中心の質の食生活

だったことを示している。こうした東京都内の

食生活、栄養状態、家計との関連に就いては小

地域での詳しい調査34・35)があり、当時の食品購

入状況、調理献立、栄養状況、家計との関連が

生々しく記述されている。ここでも1946年末に

はかなり食生活は改善されたことを裏付けて

いる。 

 

東京区民の栄養障害有症率 

 問診調査による栄養障害関連の有症率は以

下のようであった。 

 1946年5月、東京区民では全体で有症率は

36.4％、農民は21.0％、鉄道員は49.1％であり、

非常に高率な頻度であった。年齢別では30歳以

上が高かったが、鉄道員は年齢差がなく、どの

年齢層も栄養障害が著しかった。症状別には、

貧血は69.5％と高く、毛孔性角化症、舌・口内

炎がそれぞれ約3％、慢性下痢2.3％、口角炎

7.6％、徐脈7.2％、浮腫4.0％、腱反射消失

12.2％、月経異常8.6％であった。1946年11月

ではそれぞれ4.0％、1.0％、2.0％、0.8％、6.0％、

1.4％、1.8％、9.1％、16.5％となり、多少改

善したがそれでもかなりの有症率である。体重

減少は、1945年12月は都市住民で55％、農村

34％であったのが、1946年11月には18.4％と

14.3％まで回復したが、鉄道員は30％で高かっ

た。この有症者はすべて栄養失調症ではなく、

栄養失調症の予備軍とも言うべき存在である。

大森はこれらの成績を総合的に判断して、1945

年12月の東京都での栄養失調者は全体の約5％

と推定している。大きな患者数である。他都市

での調査も類似した結果であるが、地域でかな

りの相違があるのはすでに述べたごとくであ

る。 

 

1947年全国栄養調査結果 

 1947年には2月、5月、8月、11月の4回、全

国的に拡大した調査が行なわれた。9都市(札

幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、呉、

松山、福岡)と27都道府県(北海道、岩手、宮

城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、

神奈川、静岡、愛知、富山、石川、福井、滋

賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島、

愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本)鉄道局(東京)

である。方法は同じである。 

 結果は都市では摂取総エネルギーは1,736

～1,977kcal、農村では2,012～2,178kcalと増

加、たんぱく質摂取も58gから63gと増加、総

量は都市、農村変わりはないが、動物性蛋白

は都市が14～17gに対し、農村6～8gで後者が

常に低かった。無機質では都市、農村ともに

カルシウム不足が目立ち、またビタミンＡ、

Ｂ2が不足、農村ではＢ1とも不足していた。食

品別では農村では穀類、イモ類が都市より多

く、魚介類、海藻類が少なかった。意外なこ

とに農村で緑黄色野菜摂取も少なかった。 

 1947年度の有症者は1946年度よりも減少し
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てきたが、月経異常、腱反射消失、口角炎、貧

血は少なくなく、舌炎、口角炎、徐脈は農村に

多かった。母乳不足者が多く、乳幼児の栄養障

害も多かった。 

 

 まとめてみると、1945年は世界的に不作であ

り、敗戦国日本に優先的に食糧を回すことは問

題があったが、占領軍総司令部は、実態調査結

果や住民の栄養状態を知って、危機的な1946

年2～4月には緊急輸入や軍の食料を放出して

救い、4月以降はさらに輸入米による支援を開

始したので、最悪の飢餓期をしのぐことができ

たようである。1946年秋の穀類の収穫はまずま

ずであり、甘藷が大量生産されたのは救いであ

った。しかし農家の米の供出状況が悪く、法令

を出さねばならなかった。いわゆる闇の食糧の

購入力の程度で栄養障害の頻度が相当異なる

という社会階級差が出てきた背景もある。 

 1946年2月から1947年11月までの8回の調査

をまとめた有本34)の報告では、都市では熱量は

1,500～1,700kcalから1,880～2,000kcaと上昇

したが、栄養素別には、あまり変化はなかった。

農村では摂取エネルギーは2,000～2,200kcal

であったが、蛋白、脂肪摂取量は都市より低か

った。カルシウム、ビタミンＡ、Ｂ1、Ｂ2摂取

量は全体的に少なかった。都市では熱量の56

～67％は配給によったが、残りは個人的に入手

していた。体重は減少するものが多く、都市で

は貧血、浮腫が多く、乳汁分泌が低下していた。

農村では口角炎、舌炎、腱反射消失、徐脈が都

市より多かったと報告し、より摂取熱量の多い

農村でも、摂取の少ない栄養素があり、それが

特異的な高い有病率に反映していると述べて

いる。前述したように、戦争犠牲者など収入の

乏しい家庭、職のない人々などは配給食品以外

の食品の購入は難しく、その他浮浪者(子ども

を含む)、施設収容者の栄養状態は劣悪であり、

栄養障害の頻度は高かった。1946年11月から、

米国民間救援物質（注ララ救援物質:LARAとは、

Licensed Agencies for Relief in Asiaの略 

1952年に打ち切られるまで、食糧、衣料、医薬

品などが配布された）が相当量到着し、これは

施設などの収容者のみに割り当てられたので、

彼らには大きな救いになった。この時代も所得、

職業、家族構成など社会階層に新しい格差が生

じ、栄養失調症予備軍の頻度にも反映していた。 

 1948年度の栄養調査も同様に行なわれたが、

その結果は幾分の好転を示していると報告さ

れ、食料の生産、加工、栄養指導の重要性を強

調している。食糧供給が改善されれば栄養失調

症は急激に減少するが、食糧以外の要因も介在

しているので、栄養失調症死亡者数の減少は穏

やかであった。 

 

戦後の栄養失調症死亡統計 

 食生活が改善されはじめた1947年から日本

全国の人口動態統計の刊行が再開された。統計

表には栄養失調死亡数が記録37)されているの

で、その動向をみてみた。一般に死亡統計では

若干の診断誤差も含まれているので正確さに

は問題もあるが、一般の病の死亡例での、診断

書と剖検例との比較による誤診率は10～15％

といわれ、見落とされた例もあるが、わが国の

死亡統計は信頼がおけるもので、おおよその傾

向は把握できると判断している。 

 栄養失調死亡数は、1947年は7,476例、1948

年は3,474例、1949年は2,723例、1950年は

4,680例、1951年は2,299例、1952年は1,767例、

1953年は1,782例。1954年は1,491例、1955年

は1,177例、1956年は1,166例、1957年は1,130

例、1958年は947例、1959年は886例、1960年

は754例であった。半減したのは3年後の1951

年で、1,000例以下になったのは10年後、500

例以下となったのは1965年である。1950年前後

まで5,000例を超していることは注目すべきで

あり、一旦上昇した栄養失調症死亡頻度は相当

の期間がなければ減少しないことを示してい

る。 

 井上の報告9)によれば、1945年が栄養失調患

者の最大の年であり、46年は60％減少、47年
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はさらに減少しているという。特定の施設の

統計であるが、それから推定すると、敗戦の

年の栄養失調症死亡は国内で少なくとも

15,000人は超していたかもしれない。また

1950年に一時的に死亡者が増加している原因

は明らかではないが、この年、非常に多くの

人々が疎開先から大都市に職を求めて移動し

ており、これと関連があると筆者は推定して

いる。住宅難、食糧難時代の転居であり、心

身へも相当な負荷がかかるものである。全体

の死亡率も増加していることがそれを裏づけ

ている。しかし翌年は総死亡率も低下してい

る。 

 栄養失調症の有病率について、大森8)は5％

前後(1947年)といっており、20歳以上の人口

をかりに少なく4,000万としても、200万の患

者が推定されたわけである。うち重症者を5％

とすると10万人で、1945年の栄養失調症によ

る推定死亡者が 1.5万人とすると致命率は

15％と高い。1947年以降、栄養失調症の罹患

率、有病率、致命率ともに低下したと推定さ

れるが、1948年の死亡者約3,500名ということ

は、分母の栄養失調者数はまだかなり多かっ

たと推定される。 

 摂取総エネルギーは充足したが他の栄養素

の摂取は不十分な時代が10年以上続き、その他

の生活条件の改善も遅々としていたことと、他

の社会生活条件の改善が遅れ、1958年まで

1,000名以上の栄養失調死が記録されつづけた

と考えられる。我国で国民栄養調査を毎年続行

して実態を観察せねばならないと政府関係者

は考えたのも当然ではなかったと考えている。 

 1955年以降での、栄養失調症死亡数が1,000

を越していたにもかかわらず、地域、集団レ

ベルの本症への調査報告はまれとなった。筆

者の記憶でも、栄養障害への関心は急速に消

え、結核など他の問題に置き換わってしまっ

たように思われる。敗戦後という異常な時期

であったが、これだけ多くの犠牲者を出した

問題であり、栄養失調症成立の機序やその特

性について、さらなる追求があってもよかっ

たと思われるが、官民とも余裕のなかった時

代であった。できれば以下のような研究は継

続してほしかった。「食生活のどのような不均

衡が栄養失調症に関連したのか、その他の外

的要因は何か、体質は関連があるのか、脚気、

糖尿病など栄養関連の疾患とはどのように異

なるのか、また一般的な代謝や内分泌、脳・

神経系の機能などとの関連はあるのか」など

である。そうした知見は現在の過剰な食生活

による生活習慣病の研究にも有用であるよう

に思われるからである。 

 

まとめ 

 栄養失調症の疫学小史をまとめることは幻

ではないかと考えていたが、予想以上に多く

の記録が残されており、その概略を知ること

ができたのは幸いであった。しかし栄養失調

症の発症機序、とくに栄養失調症に進展する外

的要因や、合併症のほか内的要因の役割のさら

なる研究や栄養失調症と脚気、その他の代謝疾

患との関連の研究、臨床的には精神面の障害研

究も重要である。筆者の知らない文献に残って

いる可能性もある。さらに発掘されることを望

んでいる。 

 栄養失調症というのは栄養欠乏ばかりでな

く、過剰によっても起こりうるものであり、現

在の肥満、糖尿病などと基本的にどう異なるの

か、代謝や内分泌、神経系の関与の相違などの

比較研究も実り或る成果を生むのではなかろ

うか。 

 最後に、食糧緊急援助要請をきっかけに始ま

った国民栄養調査は、敗戦直後で大変な作業で

あったが、前述のように、日本で育った栄養士

が活躍し近代的調査が成功裏に終了したこと

は記録すべき出来事と考えている。1947年4月

には、国立栄養研究所が再開され、専門スタッ

フが定員化され、国民栄養調査はさらに充実し、

年々資料が蓄積され、大きな資産となってきて

いる。この調査には疫学と言う用語は用いられ
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ていないが、基本的な疫学調査であり、健康・

疾病予防研究、対策の基礎になるものである。

一方、脚気のようなかつての大きな惨害を経験

し、容易に予防できる方法が明確になってから、

また脚気流行を再燃させたことは、今後の問題

として十分検討せねばならないことであろう。 

 

附：脚気による死亡について 

 井上や大森の研究からも、脚気と栄養失調症

は異なる疾患であるとされているが、栄養失調

症と共に、この脚気死亡も増加していたので、

その状況を簡略に付け加える。 

 脚気も栄養障害による病であり、ビタミン 

Ｂ1不足と特定されているが、それ以外の生活

要因の関与も大きい、明治・大正時代には主に

白米の大食により高率な死亡率を示したこと

は周知である。その後の官民を揚げての白米対

策、ビタミンなどの食栄養の教育により、1980

年代に入って一旦激減した。しかし脚気は戦時

中に増加しはじめていたようで、敗戦後、気が

ついてみると、脚気による死亡者がかなり増加

をしていた。 

 井上の患者統計 9)では1946年脚気を中心と

するビタミン欠乏は栄養失調患者の2倍もあ

った。厚生省の全国栄養調査では1946年5月脚

気相当の症状は都市住民で 11％、農村 (8

月)7.2％であり、また1948年8月でも、都市

8.6％、農村8.7％と相当に高かった。鉱山労

働者では1948年5月の調査で有病率12％、鉄道

従業員でも12-18％と高い頻度を示した。つま

り全国的に患者数は増加しており、数百万を

越していたわけである。 

脚気による死亡者数とその原因 

 人口動態統計から脚気死亡者数37)をみると、

1947年8,596例、48年6,281例、49年5,562例、

50年8,968例、51年3,202例、52年2,413例、53

年1,908例、54年1,533例、55年1,126例、56年

957例、57年746例、58年580例であり、脚気死

亡者は栄養失調者よりはるかに多く、1956年

でようやく1,000人以下となった。 

 脚気罹患者は全国で1,000万をこしたことが

あったのではないかと推定されている。この理

由について、柳38)は敗戦とともに、「白米禁止、

胚芽米を摂取せよ」という法令が自然解消し、

住民は脚気の惨害を忘れて、米を精白して食す

るようになり、それが米の供給が改善するにつ

れて白米多食となった。ほとんど全国の家庭で

配給米を一升瓶などに入れて精白していたの

である。しかもタンパク質や脂肪の摂取は少な

く、ビタミンなどの栄養素摂取も不十分のため、

結果として昔のように脚気患者が増大したと

いっている。戦時中も戦後も米が増配された労

働者に脚気罹患率が高かったのも皮肉である。

それは精白して食したからである。1947年の脚

気死亡者は奈良、長野県が最も高く、四国、九

州、関西、東北地方など、米の産地に多かった。

乳児脚気死亡も相対的頻度は高く、これは母親

の脚気と関連しており、母子保健上の大問題で

あった。白米を多食しなくても、平均的にビタ

ミンＢ1摂取量は所要量を下回っていたことも

原因の一つであった。調査を担当した関係者は、

戦後も対策として胚芽米や必要なビタミンＢ1

摂取の重要性を指導していたが、住民は理解し

ても実施しなかったようである。脚気の怖さを

知らない世代であったからである。これは、敗

戦に導いた政府、地方行政指導者全体ヘの信頼

度の低下や、権威に対する反抗や、食事や健康

に対する関心や態度の甘さ、人生に対する考え

方などにも問題があったと考えている。健康教

育よりも、米よこせ運動以来の、食料の量に対

する要望が目立ち、量の補給を第一とした考え

が改められず、また健康指導対策の転換も遅れ

ざるを得なかった背景があったのであろう。こ

れは後の慢性疾患にも大きな影響を与えるこ

とになった。 

 この事実は、ある病の成因が明らかになり、

実行可能な予防方法が確立しても、継続して衛

生教育を続けなければ、また病の多発や流行が

起こることを示している。住民は死亡率が低く

なり、脅威が去れば、すぐに対策を緩るめたり、

tetsuo
タイプライタ
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忘れる傾向があり、結果としてまた同じような

犠牲と労力、費用を払わねばならないことにな

る。米食を続けるわが国では、脚気は古くて常

に新しい問題であることを銘記せねばならな

い。 
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日本お唱歌、童謡（１６） 
       昭和１０～１５年 
   
モズが枯れ木で スキー行進曲 どじょっコふなっコ  朝 
椰子の実  かもめの水兵さん 山寺の和尚さん 早起き時計   
新鉄道唱歌 愛国行進曲 仲よし小道 兵隊さんよありがとう 
ないしょ話 あの子はたあれ ひばりと菜の花 月夜の雲 歩く歌 
リンゴのひとりごと 隣組 
 
   
 
  モズが枯れ木で 鳴いている  おいらは藁を たたいてる 
  綿びき車は おばあさん  コットン水車も まわってる 
       （詞  サトウハチロー  曲  徳富 繁） 
  春になれば 氷（スガ）コも解けて どじょっコだの 
  ふなっコだの よるが明けたと 思うべナ 
         （詞 東北古民謡  曲 岡本敏明） 
  かもめの 水兵さん ならんだ 水兵さん 白い帽子 白いシャッツ  
  白い服 波を チャップ チャップ うかんでる 
          （詞 竹内俊子  曲  川村光陽） 
  山寺の和尚さんは 鞠はけりたし 鞠ななし 猫を紙袋につめこんで 
  ポンとけりゃ ニャンとなく ニャンがニャンとなく ヨーイヨイ 
         （詞  久保田宵に  曲 服部良一） 
  ちくたく ちくたく ぼーんぼん おはよう おはよう夜が明けた 
  きれいな朝だよ 飛び起きろ 時計が鳴ってる よんでいる 
  ちくたく ちくたく ぼーんぼん 
          （詞 富原 薫  曲 川村光陽） 
  帝都を後に 颯爽と 東海道は特急の 流線一路 富士さくら 
  つばめの蔭も うららかに 
          （詞  共作  曲 堀内敬三） 
  仲良し小道は どこの道 いつも学校へ みよちゃんと 
  ランドセル背負って 元気よく お歌をうたって 通う道 
          （詞 三苫やすし  曲 川村光陽） 
  あの子はだあれ たれでしょね なんなん なつめの 花の下 
  お人形さんと 遊んでる 可愛い美代ちゃんじゃ ないでしょか 
          （詞 細川雄太郎  曲 貝沼 実） 
  とんとんとからりんと 隣組  格子を開ければ 顔なじみ 
  回してちょうだい 回覧板  知らせられたり 知らせたり 
          （詞  岡本一平  曲 飯田信夫） 
 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ
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日本の唱歌、童謡（１７） 
         昭和16～20年 
    
めんこい仔山羊  たなばたさま  歩くうた こぶたのひるね 
船頭さん  森の水車 たきび  里の秋 うみ おうま  花火 
うれしいひな祭  春の唄  赤ちゃんのお耳  ピッコロ 
こっちにおいで  お使いは自転車に乗って 小山の杉の子 
 
 
     
  濡れた 仔馬のたてがみを 撫でりゃ 両手に 朝の露 
  呼べば答えて めんこいぞ オーラ  
  駆けてゆこうか 丘の道  ハイドハイドウ 丘の道 
        （詞  サトウハチロー  曲 仁本他喜雄） 
  ささの葉 さらさら のきばにゆれる お星様きらきら 金銀砂子 
        （詞 権藤はなよ・林柳浪  曲 下総皖一）   
  村の渡しの船頭さんは 今年六十の お爺さん 年はとっても 
  お船を漕ぐ時は 元気いっぱい櫓がしなう ソレ ギッチラ ギッチラコ 
           （詞 竹内俊子  曲 川村光陽） 
  緑の森の 彼方から 陽気な唄が 聞こえましょう あれは水車の 
  回る音 耳を澄まして お聞きなさい コトコトコットン コトコットン 
           （詞 清水みのる  曲 米山正夫） 
  かきねの かきねの まがりかど たき火だたき火だ おちばたき 
  「あたろうよ」 「あたろうよ」 きたかぜびゅうびゅう ふいている 
           （詞 巽 聖歌   曲 渡辺 茂） 
  静かな静かな 里の秋 お背戸に 木の実の落ちる夜は 
  ああ母さんと ただ二人 栗の実 煮てます いろりばた 
           （詞 斉藤信夫  曲 貝沼 実） 
  うみはひろいな おおきいな ツキがのぼるし 日がしずむ 
  おうまのおやこは なかよし こよし いつでもいっしょに ぽっくり ぽっくり あるく 
         （ともに 詞 林 柳浪  曲 井上武士/ 松島つね） 
  明かりを つけましょ ぼんぼりに お花をあげましょ 桃の花 
  五人ばやしの 笛太鼓  今日は うれしいひな祭り 
           （サトウハチロー  曲 川村光陽） 
  桜の花の咲く頃は うらら うららと 日はうらら 
  ガラスの窓さえ みなうらら 学校の庭さえ みなうらら 
           （詞 野口雨情  曲 草川 信） 
  お使いは自転車で 気軽にゆきましょう 並木道 そよ風 明るい青空 
  お使いは自転車に乗って 颯爽と あの町 この道 チリリンリン 
           （詞 上山雅輔  曲 鈴木静一） 
  昔 昔 その昔 椎の木ばやしの すぐそばに 小さなお山が あったとさ 
  あったとさ  丸丸坊主の はげ山は いつでもみんなの 笑いもの 
  “これこれ杉の子起きなさい” おひさまニコニコ 声かけた 声かけた 
        （詩 吉田テツコ/サトウハチロー 曲 佐々木すぐる） 
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日本の唱歌、童謡（１８） 

    昭和21～27年 

 

父母の声  風はそよ風 朝はどこから むすんでひらいて(s再) 

かねがなる 小ぎつね  カエルの合唱  山の子ども 

山小屋の灯 赤いサラハン カチューシャ どじょこふなっこ（再) 

おおスザンナ  夏の思い出  希望の唄  中国地方の子守唄 

  

   昭和28～40年 

雪のふるまちを トロイカ 手をたたきましょう おお牧場はみどり 

母さんの歌  草競馬  手のひらを太陽に  こんにちは赤ちゃん 

しやわせなら手をたたこう  ドレミの歌 

放射線科
タイプライタ

放射線科
タイプライタ

tetsuo
タイプライタ
72

tetsuo
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人の生活習慣は人生の初期の段階、発育期に

大部分決定され、その後、社会・集団生活や結

婚によりある程度変化するが、その後は特別の

事件がない限り あまり変わらない特性がある。

一方、社会環境、生産状態は時代とともにかな

りに変わるので、生活習慣にもかなりの影響が

ある。その影響は特に幼少から発育時期に大き

いので、生活習慣は出生年代、発育年代に大き

く関係する。例えば大正時代後期の出生者は明

治時代とはかなり異なっており、昭和 10~20年

に発育期にあった年代、敗戦直後と昭和 30 年

以降出生者とは生活水準が相当に異なり、体

位・体格、生活行動まで異なる。こうした背景

は中高年の疾病構造に変化をもたらし、出生年

代ごとに死因構造が少しづつ変化している。我

が国の 20 世紀の社会・経済・生活環境の変化

は他国に例をみないほど激しかっただけに、そ

の実態を把握していないと、疾病対策や健康管

理に対し適切な処置がとれない可能性がある。 

 そこで、はじめに明治初年での栄養と関連し

たと思われる流行病の例を２，３示し、明治時

代の食糧生産の推移、産業発達の変化、人口の

増加、死亡率の変化などを短くまとめてみた。

大正から昭和初期は生活水準が改善され始めた

頃であり健康状態の改善が明らかになったが、

また戦争時代に突入して健康状態は悪くなり、

国民の健康が政府の対策の大きな目標の一つと

ならざるをえなくなった。敗戦前後はミゼラブ

ルな生活条件で、健康危機が叫ばれたが、幸に

も短期間で危機を脱した。連合国占領軍の公衆

衛生重視政策を最大限に活用した政府の政策も

あって、その後我が国民の健康状態は短期間に

著しく改善した。1952年の独立後は、さらなる

保健医療体制の充実や、経済の大成長により、

健康状態は改善、国民の平均寿命は著しく延長

し、世界第一位になった。なお、この間、日本

人の平均寿命がどのように延長したかを数値で

示し参考資料とした。また、今は忘れ去られた

敗戦年前後のいたましい栄養失調症について付

記した、それは忘れてはならない事件であるこ

とと、栄養過剰時代の警鐘となればと考えたか

らである。なんらかのご参考になれば幸いであ

る。これらの内容は筆者がいくつかの学会や集

会で発表したものを、まとめ直したものであり、

新しくはないが何かの参考にしていただければ

幸いである。 

カットのかわりに、我が国小学校唱歌と童謡

を生まれた年代別に載せることとした。中高年

の方々はすべてご存じの歌である。小学校唱歌

は文部省の音楽取調御用掛に就任する愛知県師

範学校長伊澤修二が米国で西洋音楽を学び、帰

国して小学生におしえる音楽とし、和洋折衷の

楽曲をつくる、音楽教育の人材養成、どの学校

でも音楽を教える、との原則を立て、内容は上

品で雅やかで、人格形成によい影響を与えるも

のとした。その後よき人材をえて、明治 29 年

ごろから多くの傑作が生まれ、教育に大きな貢

献をしたのは周知である。しかし、日露戦争勝

利後は、歴史戦記や日清、日露の戦争を歌った

唱歌が増加、子供心に大きな影響を与えること

になる。一方、鈴木三重吉らは、赤い鳥運動を

起こし、子供にもっと自由で楽しく、芸術を愛

する心を養成する童謡を世に送り、忠孝とか勧

善懲罰を重視し、従順な国民づくりの文部省唱

歌に対抗することになる。やがてながい不幸な

戦争の時期になり、軍部は一部童謡を歌うのを

禁じた時期があった。そうした時代を刻んだ唱

歌の誕生時期と一部の膾炙されている歌詞を載

せさせていただいた。 

 

   ２０１４年１１月 

 

     青木 國雄

放射線科
タイプライタ
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青木國雄名大名誉教授・愛知県がんセンター名誉総

長は、長兄の故青木平八郎氏の遺産の一部をもとに、

予防医学教育のための広報事業を企画し、記念予防

医学広報事業団を創設しました。これは故平八郎氏の

生前からのご希望にそった企画事業であります。本事

業団の役員構成は別表のように、中部東海地域の疫

学研究会の会員で、青木國雄名誉教授のかつての共

同研究者でもあり、それぞれに依頼して了承を得たも

のです。故青木平八郎氏は長年三重県に居住されて

いたので、この事業は三重県において実施することと

し、編集発行責任者は編集発行委員会委員長の三重

大学医学部附属病院病院長顧問の田島和雄氏、およ

び本事業団理事長の青木國雄氏がその任に当たるこ

ととなりました。 

本事業団の主な目的は予防医学に関する一般啓蒙書、

卒後教育用の参考資料などの出版でありますが、従

来の書籍発刊ではなく、電子ブックとして発刊するもの

であります。今や書籍は保存が難しい時代になりつつ

あり、また啓蒙書や参考書などは頒布数が限られてお

り、貴重な資料も人目に触れる機会は多くありません。

一方、医学関連領域においては未だ電子ブックは十

分に普及しておりませんが、読みやすさ、保存性、情

報交換など機能的に極めて優れており、やがて日本

でも主流の情報伝達メディアになるものと予想されま

す。 

またこの電子ブックは田島が所属している三重

大学医学部の疫学センターのホームページの中

で公開されています。疫学センターは三重大学

医学部付属病院において疫学研究を幅広く推進

してゆくことを目的とし、平成23年度に大学病

院内に設置され、現在はいくつかの企画が進展

しつつあります。本事業団による電子ブックの

出版活動が疫学センターの発展に貢献すること

を念じております。 
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