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 食養生  病の予防と健康の維持・増進  

 

人生は長く、なすべきことが多い。それには

健康が第一である。日本人は戦後の 1947 年か

ら急速に平均寿命が延長し、1955 年には男

63.60 歳、女 67.75 歳で世界のトップ・グルー

プに入り、1985 年にはさらに延長し、男女とも

世界第 1 位になった。これについては、別巻の

“日本人の平均寿命と平均余命―過去百年を振

り返って”で詳しく紹介してあるが、医療、保

健・教育、公衆衛生対策だけでなく、政治・行

政、教育、雇用・労働条件、収入、住居、交通

の改善、社会生活活動など、人の生活に関する

すべての条件が改善して得られた結果である。

つまり、地域住民の平均寿命は多要因が複雑に

絡みあって決まるわけである。  

しかし同じ国でも地域でも、個人の寿命のば

らつきは大きく、それは個人個人の生活様式、

とくに食生活、衛生習慣との密接な関係が示さ

れている。 

食生活、食習慣についてはすでに非常に多くの

科学的研究結果が世に知られており、繰り返し

伝えられているが、予防に役立つ具体的な総合

的情報はそれほど多くはない。筆者は長年食生

活と疾病の関連の疫学的研究に従事してきたが、

あまりにも個人差が大きいので、短くまとめる

のは容易ではないと思っている。しかし、寿命

が著しく延長し、高齢者が急増し、食品数も激

増し、多様な食生活の時代に応じた食生活のあ

り方、ガイドなどを提示し、集団だけでなく、

個人があり方を考える資料も必要と考えた。 

 

それで、まず、食物の代謝、食物の摂取から、

消化・吸収・排泄の機序を改めて振り返り、実

態を分析し、できれば健康障害との関連の可能

性を探り、次に誰も知っていながら明確に知っ

ていない食品の種類、構成成分、その特性に就

いて展望、考察し、そうした具体的な基礎知識

に基づいて、食生活に就いての問題点をＱ＆Ａ

方式で書き出してみた。読者が理解しやすいよ

うに、食生活で広く使われている用語で、覚え

にくい事項を食養生一口メモとして付け加えた。 

なお、筆者が過去に一般向けに書いた古代か

ら 20 世紀初頭までの歴史的な食養生物語、こ

れは一般向けの予防医学啓発随筆であるが付け

加えた。食生活、食習慣はきわめて大きな領域

であり、ここでもごく一部の持効の論議に過ぎ

ないが、多少でも参考になればと、あえて記述

することにした。ご批判いただければ幸いであ

る。 

生活習慣が疾病構造と密接に関連しているの

で、別巻として、わが国、過去百年の社会生活

と健康・疾病に就いての歴史的展望 3 篇載せた。

多少専門的であるが、さらに詳細を知りたい読

者は参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 平成 26 年９月 1 日 

  青木 國雄 
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１．はじめに 

 

生きものは外から食餌を取り、消化し、栄養

物を吸収し、不用物を排泄する。進化論の学説

であるが、生物の先祖は管状のホヤのような管

状生物で、海中で頭部の入口（口）から海水と

共に餌を飲み込み、尾部から不要物を排泄して

生きていた。進化の過程で管状の部分が節状に

なり、各部分が消化、吸収、排泄の機能を担当

することになり、口腔咽頭部で摂食、呼吸、造

血、消化をおこない、腸官では栄養の消化・吸

収と、不用物を排泄する泌尿と生殖部に分かれ

た。心臓もでき循環系ができた。体の各節には

神経組織ができ、それがつながり末端に臭脳，

視脳、平衡脳ができる。こうして管状動物はナ

メクジウオに進化し、さらに魚の形態をとり、

さらにサメに進化し、サメの先祖はある時期に

陸に上がり哺乳動物になったとされている。こ

の間呼吸器、造血系が発達、消化器系など内臓

の神経組織は各節の局所神経組織がつながり、

さらに連絡した末端の神経組織、つまり脳の部

分が大きくなり、全身の機能を調節、統御する

ようになった。そうした哺乳動物が進化を重ね、

人になった。 

人の食べ物は、野菜、魚貝、肉類、果物、木

の実など自然界には非常に多種類の物であった。

そして長年かかって、毒物はなく、粘膜を傷つ

けず、消化、吸収が良く、また排泄も円滑に行

く食物を求め、選択してきた。また人は人工的

に食物の栽培や、飼育を発明して常時必要量を

確保するようになり、余分な食物の保存法も開

発した。しかし人類の長い歴史は食料不足、飢

餓の連続であり、相当の努力、犠牲を払って生

きながらえてきた。他の生物だけでなく、人同

士の血なまぐさい闘争もあり、人は短い命を終

えていた。長い時間の経過があり、人の体内代

謝は大きく変化し、より長く生存できる体質を

獲得した。食糧確保が安定したのはごく最近の

ことである。そうして歴史を踏まえて、ここで

は、現在の人間の摂食、消化・吸収はどのよう

であるかを簡潔にまとめ、必要な日常生活との

関連を記載し、食生活、食養生の基本的な参考

としたい。 
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２．QA食物とその消化・吸収・排泄 

 

食べ物が人の体内に入り、どのように代謝さ

れるかは、殆ど周知のことである。しかしその

プロセスを正確に、具体的にすばやく思い出す

のは難しく、思い出してもそれほど明確でない。

断片的にしか知識が伝わってないからである。

ここでは Q＆A 形式で、基本的なことについて

論議したい。 

 

口、口腔 

Q： まず食物が入る口、口腔について基本的

なことを説明してください。 

A： 食物がはいる門には唇があります。唇は

眼と協力しながら、食物の性質、温度(熱、

冷)、大きさ、色、形、硬軟、粘りなどを判

別します。また匂い（臭い）などを参考に、

食べられるかどうかを判断します。害がな

さそうとわかれば口腔に入れます。口腔で

は味覚や触覚で判断し、おかしければ反射

的に吐きだします。口腔の食物は歯で咀嚼

し、唾液で丸めて、舌でこね回し、飲み込

みやすい大きさ、形にして咽頭部に送りま

す。不適当な刺激があれば嚥下をためらい

ます。この咽頭部は口狭といわれるように

狭い関門で、軟口蓋，口蓋垂（のどちんこ）

と咽頭側壁に囲まれています。口狭の大き

さは人により異なるので、飲み込みやすい

人とつまりやすい人があります。咽頭壁周

辺は環状のワルダイエル・リンパ組織があ

り、汚染物を排除したり、捕らえて炎症を

起こし処理します。炎症は大部分すぐ治り

ますが、慢性化することもあります。慢性

炎症になるといわゆる扁桃腺肥大になり、

異物反射も強くなり、飲み込みにくくなる。

つまり小さい食塊でも詰まりやすく、むせ

る。 

  食塊を飲み込む時は喉頭部の蓋で気管を

閉ざし、食道を開きます。老人ではこの反

射的な機能が低下するので、気管に食物が

入り肺炎の原因になります。 

Q： 口腔でもよく知らなかったことがありま

すね。食事時は、若い人でもぼんやり食べ

物を飲みこんではいけませんね。考えなか

ったのですが、咀しゃくとか唾液の役割は

大きいそうですね。 

 

A： 唾液はまず口腔内の湿潤と潤滑を保つた

めに分泌されますが、いろいろな成分があ

ります。リゾチーム、歯の形成と維持のた

めのカルシウムとリン酸塩、プチアリン(唾

液アミラーゼ）という殿粉の加水分解酵素

です。粘液は粘膜を保護し、漿液と共に食

塊を滑らかにし、嚥下しやすくする。噛め

ば噛むほど唾液はよく出ますし、耳下腺か

らはパロチンという老化を防ぐホルモンも

出ます。噛む運動が歯周炎など口内感染も

予防し、また顔面、脳を刺激し、脳の機能

をよくするといわれています。ただ、現在

は食品が加工されて堅いものが少なく、あ

まり噛まなくてもよくなりました。しかし

噛む刺激が少ないのが欠点です。結果とし

て人の顎は尖がり、若い人は公家（クゲ）
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顔が多いのです。昔の人は顎（エラ）が張

っており、口の運動も激しく、顔面の発達

がよかったのです。 

 

ワルダイエルのリンパ組織 

Q： ワルダイエルのリンパ組織は初耳ですが。 

A： 咽頭部の周りに環状に分布するリンパ組

織のことでワルダイエル(Waldeyer)環とも

言われます。リンパ球を産生し、抗体をつ

くり、口や鼻からの病原体による感染を防

いでいる防御壁です。鼻が詰まっていて、

口呼吸ばかりの人ですと、空気を含めすべ

ての異物がまともに咽頭にぶつかり反応し、

口腔内も乾燥しやすく炎症がおきやすいの

です。口腔内の炎症は免疫力を低下させ、

諸病の原因になります。口腔内の有害物は

このリンパ組織で防ぎ止められれば、全身

への影響が防がれるのです。昔の子どもは

歯磨きも少なく、感染を起こしても放置し

ておりましたので、口内炎が多く、よく扁

桃炎が慢性し腫大しました。すると、嚥下

障害がおこるので、食物摂取も制限されま

す。不快感で注意散漫になり、知能の発達

にも影響します。西原克成によると鼻・顎・

口腔を内臓頭蓋とよび、発生学的に生命の

中心である。ここが傷害されると全身の病

が発生し、その治療も容易ではないといっ

ています。いわゆる難病が発生するという

わけです。また鼻がつまり口呼吸になると、

ワルダイエル組織が傷害されやすいので、

全身に悪い影響を与える。それで、口呼吸

に気づいたなら、鼻呼吸に変えるよう治療

せねばならないと警告しています。彼は鼻

呼吸に変えるだけで多くの病的症状が消失

するという例を多くあげています。しっか

り覚えていただきたいことの１つです。 

 

口腔を清潔に 

Q： 口は災いの元といいますが、口腔は重要

な器官ですね。歯を磨く、うがいをするこ

とは病気の予防になりますね。 

A： 口腔を清潔にすることは健康の基礎です。

痛みやすい子供の歯の保護にも役立ちます。 

  食後や外出して帰宅したとき、就寝前な

ど機会があれば口腔を清潔にといわれます。 

  さて舌について少し説明します。舌の筋

肉は随意筋です。つまり、思うように動か

すことができますので、食物の処理、嚥下

にも重要で、また鋭敏な感覚器です。言葉

も舌の働きが不可欠です。舌の表面には味

蕾がたくさん分布しており、食物を味で鑑

定、その判別能力は抜群で、安全の確認と

危険を察知し、その除去に努力します。口

腔内になんらかの異常があれば真っ先に感

知することは周知です。歯牙、口蓋顎骨、

口蓋などで囲まれた口腔を、唇と舌が監視

しているようです。内臓の病気には舌苔の

色を白、赤、緑、黒などの苔色で示し、こ

れは診断の大きな助けになります。舌は血

管が豊富であり、傷害されても自力で治し

ますが、不適な食べ物や尖がった歯牙など

で傷害が繰り返されると治りにくく、注意

が必要です。口腔内が不潔でも傷害は治り

にくく慢性化し、中高齢者では腫瘍発生の

原因になります。舌を一日に一度は鏡で見

て、状態を知っておくこともよいと思いま

す。この時舌を左右上下に動かして運動さ

せるのも良いと思います。 

Q： 風邪などでも口腔の炎症が起こり、何か

と不自由ですね。虫歯（ムシバ）や歯が欠

けても舌や口腔粘膜を傷つけますので、早

めの治療が勧められます。小児期から歯の

定期検査を学校で実施しているのは賢明な

対策でした。昔、小学校では歯磨きも教え

ていました。半世紀前までは子供の扁桃炎

は多発し、難治性でしたが、最近は少なく

なったのも口腔衛生の成果ですね。 

A： 扁桃肥大が何故減少したかはっきりした

理由はわかりませんが、口腔衛生と共に栄

養改善と関連するという考えもあります。
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頚部リンパ腺結核(るいれき)も殆どなくな

りましたが、これも栄養と結びつける学説

があります。小児期の栄養は非常に重要と

思います。一方、最近はアレルギー疾患が

増加しており、食生活、特にたんぱく質の

過剰摂取などと関連するといわれており、

その解決が急がれています。 

  

食品アレルギー 

  なお、付け加えますが、口腔内で、食物

により直接アレルギーが起こることは殆ど

ありませんでした。それは長い進化の過程

で、口腔内では多様な食物に対して免疫寛

容が出来上がったからといわれています。

しかし最近は卵や蟹、エビだけではなく、

米麦など基本的な生命維持の穀物によるア

レルギーが増加し、困った問題になってい

ます。原因はまだ分かりませんが、離乳時

期が早く、早期に離乳食に切り替えた子ど

もの中に、食品アレルギーが多いという仮

説もあります。また過去は高い乳児死亡率

で虚弱な子どもは淘汰されたのが、最近は

死亡率が極めて低く、アレルギーができや

すい子が生残するからとの仮説もあります。 

Q：  食品アレルギーは学校給食ばかりでなく、

レストランでも大問題ですね。 

A： 難しい問題ですが、免疫学の進歩も著し

いので、早い解決を期待しているところで

す。 

 

食道 

Q： 食道は口腔から胃にいたる管状の部分で

すね。 

A： 食塊の性状をチェックしながら胃におく

る臓器です。入り口の輪状軟骨から噴門ま

で男約 25ｃｍ、女約 23ｃｍあります。入

口、中央部に狭窄部、下部に括約筋をもつ

狭窄部があり、3 箇所の狭窄部で特に食物

の特性を検査するわけです。固すぎたり、

尖がったもの、酸やアルカリに強いものは

粘膜を傷つけます。アルコールやタバコの

成分などは通過が容易なので、繰り返され

ると粘膜は傷害され、慢性の炎症になりま

す。これが長く続くと修復が難しく、また

老化が加わると、腫瘍発生の母地になりま

す。自覚症状が軽いので発見が遅れがちに

なるのも問題です。 

 
 

   さて、食道の上部１/３は骨格筋、中部１/

３は骨格筋と平滑筋，下部は平滑筋で取り

巻かれ、また外側は縦走筋、内側は輪状筋

であるので、縦と横の収縮ができ、食物の

移送に好都合です。粘膜からは粘液が分泌

され食道上皮を保護し、漿液もこれを助け

ています。迷走神経、交感神経ネットに囲

まれ、敏感な部位であり、血管も豊富であ

る。移送中有害の疑いのある物質を検知す

れば、しばしば食物と共に意識的に吐き出

します。食道での栄養素吸収に就いてはあ

まりわかっていませんが全くないわけでは

ありません。 

  胃との接合部には括約筋があり、そこは

狭窄していますので、食塊をしばし留めチ

ェックし、通過させてもよいとわかると括
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約筋が弛緩し食塊を胃に移動させます。括

約筋は逆流止めでもあります。 

Q： 病的状態では食塊の逆流することがあり

ますね。 

A： 逆流すれば食塊の内容物の刺激で食道粘

膜は傷害します。やむをえないので逆流を

許しますが、逆流は苦しい反射的な運動で、

無いほうがよいのです。 

Q： 食道も敏感な臓器ですね。食塊や異物に

よるつかえた感じは不愉快ですね。早食い、

早飲み込みはそうした機会を作るのでよく

ないわけですね。 

A： 早食いはよく噛まないことも重なり、通

過以外にも、消化・吸収にも不利です。胃

に負担がかかります。また無理に早飲み込

みするのも、狭い食道粘膜を傷めます。食

塊をお茶などと一緒に流し込むのも消化吸

収によくないので、避けたいですね。 

 

逆流性食道炎、食道癌 

Q： 逆流性食道炎がふえていると聞いていま

すが。 

A： 普通、胃から食道へは逆流はないのです。

しかし、不適なものを嚥下したとか、高齢

者では、炎症などで括約筋部の機能が低下

していると、一寸したことで胃の内容が逆

流しやすくなります。特に酸度が高い胃の

内容が逆流すると食道粘膜は傷害されます。

1980 年頃はこの病は欧米人に多く報告さ

れていましたが、最近は日本人の中高年者

にも増加しています。飲食物の刺激が少な

く、胃の幽門部の傷害が少なくなり、胃の

内容物が長く胃内に留まると、酸度の高い

食塊が逆流し易くなるようです。そして今

まで低率だったこの部に腫瘍発生が増えて

います。診断が難しいので手遅れになりや

すいのです。多量喫煙や強いアルコール嗜

好はこの部にダメージを与えますし、高塩

食習慣があればリスクはさらに高まるよう

です。 

Q： 食道には狭窄部が入口、中央部にもある

といわれましたが、そこも腫瘍リスクが高

いのですね。 

A： 私共の昔の疫学研究ではそうなっていま

した。もっとも、食道上部の腫瘍は野菜や

果物などの摂取の多い人は少なく、ビタミ

ンや抗酸化物で予防できたのではないかと

考えました。先進国では低率なのです。中

部、下部では喫煙、アルコールによる影響

が強く、これは世界共通しています。狭窄

部は刺激が強いのですね。 

Q： どういう食事が腫瘍などのリスクを高め

ますか。 

A： 簡単ではありません。しかし塩分とアル

コールは確かに食道がんのリスクを高めて

います。和食では米飯と塩分は取り合わせ

がよく食べやすいので、塩分を過剰にとる

傾向がありました。田舎では、穀物、イモ

類、漬物、塩干魚、醤油などの組み合わせ

が多く、これは塩食を多く取ります。それ

で和食、高塩分ががん発生と関連するとい

う成績が出たのでしょう。一方、肉や魚を

より多く食べるようになると食塩量は確か

に減少します。そして動物性たんぱく質が

消化器粘膜を保護し、免疫力も高めるので、

がんのリスクが低下したのではないかと考

えられています。食品の種類が多く、バラ

ンスがとれていてもがん発生は低下するの

で、食物成分による粘膜の抵抗力の強化が

考えられます。昔は、都会では田舎より食

道癌は低率でした。摂取食品を調べると、

都会では田舎より肉類、魚介、乳製品、果

物が多いという結果が出ていました。原因

はそれだけではありませんが、食物の組み

合せ、バランスがリスクを下げることは確

かなようです。 

Q： 食道癌は都会では低率になっているので

すね。 

A： 都会はほかの食道疾患も低かったのです。

しかし最近は、この低率だった食道癌が都
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会で増加しているのです。その主な原因は

アルコールで、飲酒量の急増が密接に関連

しているようです。田舎よりも所得の増加

が早く、それとともに、飲酒量が増えたの

です。マスメデｲアによるアルコール飲料の

宣伝も大きいのです。多量のアルコールは

粘膜を強く傷害します。 

 

胃での食塊の消化と移送 

Q： 胃に入った食塊はどのような動きをしま

すか。 

A： 胃は食物を一時ためながら食物を混合、

撹拌し、分解と同時に丸めながら食塊を小

腸へ運ぶ場所です。胃の入口部分は噴門と

呼ばれ、粘液を分泌し、丸めながら内容物

の液化を始め、食塊を広い胃底部に送りま

す。ここでは大量の胃酸（塩酸）が分泌さ

れ、食塊を分解、細胞などを殺菌、分泌さ

れたペプシノーゲンがペプシンに変わって

蛋白質を分解、糖質の加水分解も促進しま

す。食物は混合と撹拌が繰り返され、分解

と消化がすすんだ食塊は蠕動運動で幽門部

へ送られます。しかしすぐ通過するのでは

なく、そこでまた押し戻され、混合と撹拌

が繰り返されます。幽門部では粘液のほか

ガストリン(作用：胃酸分泌誘導、ぺプシノ

ーゲン・胃運動亢進）も分泌されます。 

 

  十分に処理された食塊が幽門部に留まる

と酸度が強いので、その刺激で幽門が開き、

食塊は十二指腸に移行します。胃では次つ

ぎに食塊を幽門部に送り、強い蠕動運動で

十二指腸部へ連続的に押し出します。１回

の食事内容は約 2~3時間で胃から十二指腸

へ移行します。さて、胃の粘膜それ自体も、

酸度が強く消化液を含む食塊に対して傷害

から守るため、たくさんの粘液を出して粘

膜をカバーしている。この保護が失われれ

ば容易に胃に炎症や潰瘍ができます。 

Q： 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の頻度が高いのも

理解できますね。さて、小腸は長い臓器で

すね。 

 

小腸  

 A： 小腸は十二指腸、空腸、回腸からなりま

す。十二指腸は約 25ｃｍ、指を 12 本並べ

た幅です。空腸と回腸は６～７ｍあります

が 2/5 が空腸、3/5 が回腸です。 

Q： 酸度が強い食塊は十二指腸からの分泌液

で中和されますね。 

A： 直ちに中和しないと粘膜が傷害されます

ので、十二指腸は大変忙しいのです。短い

部分ですが、ここは上行部、下行部、水平

部、上向部に分かれています。まず上部に

食塊が入ると重炭酸が大量に出て酸を中和

します。中和された食塊は下行部へ移動し

ます。食塊は次々と送られてきますので、

十二指腸上部ではたえず炭酸を大量に分泌

し酸度を中和せねばなりません。中和され

ると消化酵素が活性化されるのも重要です。

さて、十二指腸下行部ではすい臓から膵液

がでます。その中のアミラーゼ、アミロプ

シンが糖質を、膵リパーゼ、ステアプシン

が脂肪を、トリプシン、キモトリプシンが

蛋白質をペプチドに、ぺプチダーゼがペプ

チドをアミノ酸へと分解する。塩酸塩やリ

ン酸塩も加わり、同時に胆管から胆汁が出

て脂肪も乳化されて、リパーゼの作用を受
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けやすくして脂肪酸、グリセリンへと消化

を促進します。電解質と水も分泌され加わ

ります。分泌調整因子があり、セクレチン

(作用：重炭酸塩分泌亢進、ガストリン・胃

液分泌抑制)、コレシストキニン(作用：胆

汁排出･膵液分泌促進)、ＶＩＰ(膵重炭酸塩

分泌抑制)、ＧＩＰ(胃酸、ぺプシン分泌･胃

運動抑制、インスリン分泌促進)などが分泌

されて、多種類の消化液の分泌をたくみに

調整します。そのほか神経性因子、アドレ

ナリン、ドーパミン、神経ペプチドなどが

事態に応じて分泌され、全体的な調整をし

ています。自律神経の役割は大きいのです。

つまり胃腸系では非常に複雑な反応がおこ

っており、いかに円滑に消化・吸収をし、

不用物を排出するかの機能をしているので

す。これらの機能が傷害されれば病的状態

になります。調整に神経系が強く関与して

いることは、ストレスなど精神心理的な刺

激が消化吸収に大きな影響を与えることか

らもわかります。例えば、ストレスで十二

指腸上部でのアルカリ分泌が減少すれば、

直ぐに粘膜に潰瘍ができます。近年、十二

指腸潰瘍が増加したのをよく説明できます。 

  消化管の機能には酵素のほか多くの消化

管ホルモンの関与が明らかにされています。

胃部のガストリンから腸にいたる間に主に

20 種類、全体で 30 種類以上のホルモンが

分泌、作用しています。その上、ヒスタミ

ン、プロスタグランジン、副腎皮質ホルモ

ンの関与もあり、きわめて複雑な連携反応

がおこっているのです。 

  肝臓は消化吸収に大きな役割をしていま

すがここでは省略します。 

 

空腸と回腸  免疫の働き 

Q： 食塊は空腸に入りますね。空腸と回腸の

違いを説明してください。 

A： 小腸は６～７ｍあり、十二指腸側の空腸

が約 40％、大腸側の回腸が 60％あります。

空腸は直径が太く、壁が厚く、血管分布が

豊富で、リンパ小節の数は少なく、粘膜の

輪状のヒダは大きく顕著で、吸収面積が大

きいので、ここで栄養の吸収がおこなわれ

るのです。ここは血管分布が豊富であり、

吸収物は門脈に運ばれます。ただリンパ小

節の数は少ないのです。ここで消化・吸収

された残りの食塊は早い速度で回腸に送ら

れますので、空腸に内容がないことが多く、

空腸と名づけられたと聞いています。解剖

時でも空腸には内容物は乏しかった思い出

があります。小腸の粘膜細胞は 2～3 日で

脱落し新しい細胞が生まれます。回転が速

いのです。それだけ病気も少ないといわれ

ています。一方回腸は直径も小さく壁も薄

く、粘膜ヒダも小さいので、吸収の機能は

小さいのですが、リンパ組織は非常に発達

しており、粘膜固有層にも、粘膜下組織に

も多数あります。食物残渣には細菌やウイ

ルスの構成成分、食餌性抗原物質、剥離細

胞などの抗原が多く含まれており、これら

を処理するために回腸のリンパ組織が大活

動するわけです。この処理がうまくゆかな

ければアレルギーや自己免疫病が発症しや

すくなります。免疫病の研究は最近急激に

進歩したので、昔教育を受けた筆者には馴

染みが少ないのですが、驚くほどの巧妙な

機序がわかってきました。詳しくは専門書

を参考にしてください。なお、粘液細胞は

回腸の下部ほど多くなり、残渣を丸めて大

腸に運びやすくしているようです。 

  小腸での分泌は前記のように、炭酸塩、

粘液、消化液、電解質、IgA(免疫グロブリ

ン)、消化管ホルモンなどです。小腸の運動

は内容物を混合、撹拌する分節運動と、内

容物を移動させる蠕動運動があり、逆蠕動

もある。上部からの刺激に連動して機能し

ています。 

Q： 食塊がなくなると胃腸は何をしています

か。 
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A： 食間期には、胃から始まり、小腸まで、1

～2 時間ごとに、間歇的な蠕動があり、こ

れはわずかに残った内容、残渣を清掃して

いるのです。小腸では細菌もへらしていま

す。したがって食間に物を食べればこの清

掃運動を妨げることを意味しています。間

食の影響もよく考えてください。 

 

 

大腸 

Q： うまく機能していますね。さて食塊は回

腸からは大腸に移りますね。 

A： 大腸ではおおむね消化され吸収された食

塊の残部について、水分と電解質を再吸収

し、糞塊をつくるところです。大腸は盲腸、

虫垂、結腸(上行、横行，下行、Ｓ字状部)

と直腸の部分からなり、末端は肛門管につ

ながります。 

 

 

盲腸の機能 

回腸から流入した内容物は盲腸に入るが、

腹部の右下の盲腸でこの食物残渣を処理し

始める。ここでは粘膜の筋肉を伸張させ圧

を上げずに内容を保持し、食物繊維などの

未消化分の消化をすると同時に、病原体や

諸種抗原の処分をしている。これは重要な

機能と思われるが、よく研究はされていな

いようである。この粘膜にはヒダはなく、

上皮から粘液を分泌します。分泌機能はあ

まりわかってないが、ある程度の消化・吸

収はおこなわれるようである。消化されず

に残った脂肪も処理されるが、この機能は

高齢者では漸次なくなるようである。消化

されなかった脂肪がこの腸管を通過すれば

粘膜は傷害されることも留意せねばならな

い。高齢者の脂肪の摂りすぎが腫瘍発生と

関連するからである。大腸の免疫機能に就

いてもあまりわかってないが盲腸にはリン

パ組織があり、特に虫垂にはリンパ組織は

豊富である。しばしば虫垂炎を起こすが、

リンパ組織は細菌など危険分子を除去する

機能がある。感染がひどくなれば虫垂粘膜

が犯され、重篤な状態になる。盲腸でも慢

性炎症は起こりうる。 

Q： 盲腸はいろいろな機能がありますね。こ

こから糞塊は大腸の上行部へ送られるので

すね。 

 

上行結腸、横行結腸、下行結腸とＳ字状結腸 

A： 糞塊の移動は複雑な蠕動運動で上行部へ

漸次移動し、さらに横行結腸、下行結腸へ

と運ばれます。この間に主に水分が吸収さ

れ、糞塊を形成しながらＳ状結腸へ送られ

る。大腸では無機質や脂肪の代謝、その他

の機能もあるといわれるが、わかりやすい

文献は見当たらない。前述したように高齢

者では大腸での脂肪処理能力は小さく、脂

肪はそのまま排便されることが報告されて

いる。その場合は当然粘膜を傷害すると考

えられる。動物性脂肪を多く食べる人は、
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下行部やＳ字状部に腫瘍発生が高いという

疫学研究結果が多いからである。 

  Ｓ字状部から糞塊は直腸へ送られ、ここ

で一時蓄積される。そして摂食の刺激など

で、便意が生じ、肛門へ送られ、肛門括約

筋・肛門挙筋が意識的に収縮して排便する。

排便には胃大腸反射、胃回腸反射などで、

大腸の蠕動運動が始まり、糞塊を直腸へ押

しやるという。 

Q： 精神的な影響で、下痢や便秘があります

ね。 

A： 胃腸系は自律神経支配が密で、きわめて

神経質な臓器といえます。精神的影響で消

化吸収、排便にもいろいろな影響が出てい

ます。日常、意識的にでも排便習慣をつけ

ることも重要で、意識的にもある程度調節

はできるようです。便秘は代謝を傷害しま

すので、体調が不良になり、抵抗力も低下

します。 

 
 

 

部位別の病変の頻度 

Q： 大腸は部位によって病変の頻度が違いま

すね。 

A： がんの発生では興味ある研究があります。

一般に大腸がんはＳ字状部、直腸に多発す

ると言われます。大腸の表面積は部位で異

なり、盲腸や直腸は小さく、横行結腸やＳ

字状部は大きいからです。しかし、大腸を

部位別・単位面積あたりのがんの発生率を

調べると、直腸と盲腸が高く、ついでＳ字

状部でした。便の性状から長く停滞する部

位が傷害されることは予想とあっていまし

たが、盲腸は意外でした。よく調べてみる

と日本でも田舎の女性では盲腸や上行結腸

のがんが多く、和式の食物繊維の多い食習

慣と関連することが推測されました。そう

いう食餌では盲腸での処理が大きな負担に

なっていたと考えました。草食動物では当

然盲腸が長く大きく、腫瘍発生率が高いの

です。筆者らの小規模な調査でも食習慣と

盲腸がんの頻度とは関連がありました。洋

式の食習慣のグループはＳ字状部と直腸は

高いのです。直腸は世界共通しています。

単純すぎるかも知れませんが、口から入る

食事と消化器末端のがん発生が関連するこ

とは興味があるところです。 

 

憩室 

Q： 憩室に就いて説明してください。 

A： 中高年者では憩室の発生と予後が問題に

なっています。これは大腸の粘膜構造がな

くなり、外側へ押し出され嚢状になった部

分です。昔は予後の良い病とされてきまし

たが、現在では出血したり、炎症が合併す

ることがあり、生命に関わることがありま

す。やはり警戒を要します。憩室について

は、白人は大部分左側の結腸にできますが、

日本人は右側が多かったのです。原因は食

生活と関連すると考えられていますが、老

化や体質も関係するようです。憩室に就い

ても定期検診が必要と思います。 



２．QA 食物とその消化・吸収・排泄 

14 

 

Q： 虫垂炎は減少しているように見えますが、

何か原因はありますか。 

A： 昔は治療が遅れて多くの患者が亡くなり

ました。大変な病気だったのです。早期診

断と外科手術が確立し、ようやく死亡率が

低下するようになりました。戦後はさらに

抗生物質、化学療法が登場し、手術なしに

殆ど治る病気に変わりました。アフリカで

食習慣と大腸疾患の関係を研究していたバ

ーキットは食物繊維の摂取が少ないと虫垂

炎にかかりやすいという学説を立てていま

す。食物線維が少ないと糞便量が減り、硬

い便となり、腸の粘膜を傷つけやすく、盲

腸では虫垂が閉塞しやすくなるのです。こ

れは柔らかい便ではおこりにくいのです。

食物繊維は水分を保持し、軟らかい便を作

るので、傷害が少ないからだと説明してい

ます。 

 

肛門 

Q： 肛門は糞便を通過させるだけですね。 

A： 肛門はよく発達した筋層があり血管も豊

富です。括約筋が内部と外部にあり、排便

に都合よくできている。粘膜に就いては、

肛門上部は大腸と同じであるが下部は重層

扁平上皮で丈夫であり、粘液、皮毛と皮脂

腺と、汗腺である肛門周囲腺もある。直腸

静脈叢が発達しているのも特徴である。し

かし、これらの静脈は、門脈と大静脈系か

らなり、解剖学的な分枝状況で静脈血が戻

りにくい型、つまり血液がうっ滞しやすい

型があり、そういう体質の人が静脈のうっ

滞しやすい人が痔疾患にかかりやすいので

す。その頻度は日本人で約 25%であり大変

な患者数です。痔疾患だけで専門医が多く

いるのです。それで、排便時、硬い水分の

少ない便のため、力（りき）んで、無理に

排便すれば痔疾患にかかりやすく、またこ

れは若年でも発生するので、生涯苦しまね

ばなりません。 

 

消化液の分泌量、機能、精神的影響 

Q： 食べ物は消化管からの分泌液で消化され

ますが、どれくらいの量の消化液が分泌さ

れるのですか。 

A： 普通大人が一日にたべる食物の中に水分

が 2Ｌ（リットル）位含まれます。食事に

より口腔では唾液が１日、1～1.5Ｌ分泌さ

れ、食べ物を嚥下しやすくします。胃では

1 日 2～3Ｌの胃液が分泌されます。食物が

十二指腸へ入ると膵液がでますが、その量

は 1 日 1～3Ｌです。胆汁は肝臓で１日 500

ｍＬから１Ｌ生産され、胆嚢で濃縮されて、

食物摂取に伴い十二指腸へ排出されます。

小腸での分泌液は少なく 100ｍＬ以下です。

腸液には消化酵素はほとんど含まれていま

せん。大腸からの分泌液は多くないが、排

便時、刺激で分泌が増えます。合計すると、

消化管から約 7Ｌの分泌液と、食物からの

水分約 2Ｌで、１日 9Ｌ前後の水分が消化

管を通過します。90％は吸収され、100ｍ

Ｌ前後の水分が便と共に排泄されます。 

Q： 9Ｌというと約 9ｋｇになりますね。体重

60ｋｇの人では 15％ですか。 

A： 体重 60ｋｇの人の体内の総水分量は 36

Ｌですので、その 25％に当たります。この

大量の水分には、多くの栄養素、無機物や

酵素、ホルモン成分などと共に、脱落した

腸管の分泌細胞が含まれます。 

Q： １日食事しないとがっくりするはずですね。す

い臓からの分泌液はすくないですね。 

A： 前述したように、食物塊は多量の酸を含

むので、十二指腸で直ちに中和されます。

これが不十分であればその部位にすぐに潰

瘍ができます。膵液は炭酸塩のほか蛋白質

や脂質分解酵素が多く含まて、無機物も出

します。 

Q： 胆汁は肝臓で作られますが、その内容は

何ですか。 

A： 消化酵素ではなく、胆汁は胆汁酸塩、ビ
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 リルビン、脂質（コレステロール、脂肪酸

など）、ムチン、無機塩類などです。脂質や

脂溶性ビタミンの消化吸収に必要です。 

Q： 消化・吸収の機序は複雑ですね。 

A： 前に述べたように、消化器粘膜には非常

に多くの情報処理装置があって、食物の刺

激を受けて、その質や状態を感知し、適切

に反応して各種の酵素や消化管ホルモンを

分泌し、また分泌を抑制し、蠕動運動を規

制しながら作業しています。一方、食物塊

からも絶えず化学的、物理的刺激が出てお

り、腸の各部分からの分泌物と交じり合い、

腸内細菌の協力をえて、多様な反応で処理

されています。 

Q： 一大化学工場のようですね。分泌液を出

した後の消化器粘膜はどうなりますか。 

A： 粘液や消化酵素を含んだ粘膜細胞は脱落

して食物塊にまざり移動します。最後は便

に含まれます。便の大部分は死滅した細菌

と細胞といわれています。 

Q： 便はそれほど不潔なものではないのです

ね。 

A： 排便直後は栄養物で一杯です。それで無

機物などが不足している犬などはすぐ糞便

を食べて補充しています。毒物ではなく栄

養物です。もっとも時間がたつと便は腐敗

しますので、汚物になります。腐敗を進行

させて刺激物がなくなれば、肥料として利

用できることは周知のことです。 

Q： 小腸粘膜は短期間に脱落し、新生を繰り

返すので病気が少ないということは興味が

あります。大腸は糞便に長く暴露されるの

で腫瘍が多いのですね。 

A： 人の臓器は非常に回復しやすい特性があ

り、若い間は機能が低下しないので、病気

が少ないのです。しかし、最近のように高

齢化がすすめば、組織も老化し、抵抗力も

落ちるので、小腸でも病気が増えています。

時代とともに病気は変化します。 
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３．食物・食品について （食物・食品の構
成成分、特性）  

 

食物・食品については、毎日、見聞きし、また味

わって、体で体験しているので、十分知っているつ

もりである。しかしあまりにも身近で深く考える機会

が少ないのも実情である。時たま食中毒事件が起

こり、改めて食品にまつわる問題に気づき、しばらく

は考えるが、やがて忘れてしまう。そしてマーケット

に出ている食品は安全、と証拠も確かめず信じて

購入している。一般に食物・食品のことを正確に把

握している人は少なく、栄養、栄養素、バランスのと

れた食生活・献立といわれても、複雑な情報に惑

わされ、とっさに返事は出来ない。歴史的には食物

を得るには大変な労力と危険があったが、今日で

は誰も思い出そうともしない。食物の管理、保護さ

れた社会環境になれて考えなくなったのである。し

かし、何となく不安のあるのも事実であり、その不安

の原因に就いては、一度食物・食品の実態に就い

て学習してみる必要があると思い、思いつくまま食

物・食品について、一般人のための基本的な事項

を Q＆A の形式で論議することにした。限られたス

ペースに詰め込んだので、不十分な点が多く、次

の一口メモや食生活のパートも合わせて読んで、

理解し、評価していただきたい。さらに深く知りたい

方は、多くの専門書が出版されているので、それを

参考にしていただきたい。 

 

食品の構成成分 

Q：  食物と食品を並べられましたが、どう違いま

すか。 

A：  殆ど同じ意味に使われていますが、ここでは

食物は食べられる物すべてをさし、食品とはマ

ーケットなどで食べられる商品として提供され

たものを指すことにします。 

Q：   食品はどのような成分で構成されています

か。 

A：   殆どの食品について構成成分の分析表がで

きています。それでみると、水分、たんぱく質、

脂質、含水炭素の４成分が殆どであり、灰分

(燃やした跡に残る不燃物)はわずかです。こ

れは無機質を含んでいます。なお炭水化物に

は食物繊維が含まれており、一部の野菜では

食物繊維は 10%近くを占めています。果物も

多いものでは数%ありますが、魚介肉類は殆ど

ありません。食品は水分を除くと、３大栄養素

が大部分です。 

Q： それは、たんぱく質、脂質、炭水化物でした

ね。 

 

たんぱく質 

A：  このうちたんぱく質が最も重要とされています。

それは体を構成する骨格筋、各種臓器、皮膚、

感覚器などすべての組織の重要な構成成分

となっており、毎日、それら組織成分の生合成

がおこなわれ、細胞・組織の維持・修復に活

用されています。たんぱく質は人体の水分を

除いた重量の１/2 以上を占めており、体内代

謝と関連する諸酵素、免疫関連物質(抗体、

補体など)とか、臓器機能の発現・調整に重要

なホルモン、情報伝達の受容体、栄養素等の

輸送体、その他貯蔵（カゼイン、フェリチンな

ど）・構造（コラーゲン、ヒストンなど）蛋白にも

なっています。またエネルギー源としても重要

です。 

たんぱく質は 20 種以上のアミノ酸の組み合

わせから構成されています。食物中のたんぱ

く質は体内で分解されてアミノ酸となって吸収

され、肝臓などに貯蔵される。必要に応じてア

ミノ酸からたんぱく質が体内で再合成されます。 

ただ人体内で合成できないいわゆる必須アミ

ノ酸があり、それは バリン、ロイシン、イソロイ

シン、メチオニン、トリプトファン、フェニルアラ

ニン、スレオニン、リジン、ヒスチジン(幼児では

必須)の９種類です。これらは体外から摂取せ

ねばならず、不足すればいろいろな障害が起

こります。  

   たんぱく質には動物性たんぱく質と植物性

たんぱく質があり、両者が必要であり、また全

摂取蛋白の 40～50%が動物性であることが望
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ましいとされている。 たんぱく質の栄養価は

アミノ酸の組成で決まり、それはアミノ酸スコア

で評価されており、動物性蛋白質はアミノ酸ス

コアが高く、植物性が低い傾向にある。 

たんぱく質の必要量 

  必要量は性、年齢、労作で変わるが、普通

の労作では、一日男で約 70ｇ、女で約 60ｇで

ある。わが国の摂取量はこの基準より高く、現

在では摂取量不足は殆どない。摂取量が低

い地域では、健康状態が悪く、結果として平

均寿命は長くはない。特に子どもの発育に影

響する。もっとも、わが国を含め先進国では、

たんぱく質を過剰に摂取する傾向があり、悪

い影響としては、消化器への負担が大きく、諸

種の病の原因となり、またたんぱく質の代謝産

物である窒素分解物が免疫系を刺激し、アレ

ルギー疾患や自己免疫疾患のリスクを高める

という問題が生じている。 それをさけるに肉

類からの動物性たんぱく質を制限し、魚介類

や大豆、その加工品などからのたんぱく質摂

取がすすめられている。 

正味たんぱく質利用率 

  摂取したたんぱく質の体内に置ける利用率

をさします。真の消化率、または生物価ともい

います。窒素出入法（吸収された窒素と排出さ

れた窒素からの利用割合を推定する方法）で

求めるので、窒素出納指数ともいい、百分率

で示され、牛肉は 97、豚肉 79、魚 75、米は 67、

小麦 52、イモ類 70である（一口メモも参照して

ください）。 

Q：  成分表をみると、魚肉類のたんぱく質含量は

10～20％であり、生の豆類、種実類も 10～

30％、乾燥したものや加工品ではさらに高くな

り、共に優れたたんぱく源である。穀類もたん

ぱく質は 5～10％含まれ、少なくはない。した

がって動物性たんぱく質だけでなく、魚類や

植物性たんぱく質を十分利用する必要がある

といわれてますね。 

A：  動物性たんぱく質は摂りすぎの傾向があり、

いわゆる生活習慣病が増加しているからです。

魚類や植物性たんぱく質は生活習慣病の予

防的効果がある。国民栄養調査では、たんぱ

く摂取量は以前不足していましたが、1980 年

以降は一日 67～70ｇとなり、よい水準になりま

した。そのうち動物性たんぱく質は約 50%でし

たが、最近は肉類摂取が増加しているので多

少気がかりです。過剰というほどではありませ

んが。もっとも現在は動物性食品を多く摂取

する人が多いので、生活習慣病に悩む人が

多いのです。若い年齢層では魚介類を嫌う傾

向が顕著であり将来が気遣われています。 

 

炭水化物 糖質 

 

Q：  炭水化物は含水炭素ともいいますね。 

A：  これは水を含む炭素化合物です。穀類の大

部分の成分であり、主にエネルギー源として

利用されています。炭水化物は糖類と食物繊

維を合わせたものです。 

 

糖の種類 

  糖類は単糖類（ブドウ糖、果糖）、二糖類（蔗

糖、乳糖など加水分解で 2 つの糖に分かれる

もので、水あめ、甘酒も入る）と多糖類です。

多糖類はでんぷんやグリコーゲン、それにこ

んにゃく、寒天などのガラクトース集合体も含

んでいる。穀類はでんぷん、果実は果糖とブド

ウ糖、菓子類はでんぷんと蔗糖が主体であ

る。 

エネルギー源 

  食物中の糖質はブドウ糖として吸収され、肝

臓や筋肉に入り、グリコーゲンとして貯蔵され

るが、大部分は諸組織でエネルギー源となる。

一部は脂肪となり、脂肪組織に貯蔵され、必

要に応じ分解して利用される。1 日の必要量

は総エネルギーの 55～58％であるので、わが

国の摂取量は平均的には過剰ではない。しか

し、肥満者が急増しているのは食べ過ぎの結

果であり、一度肥満になれば元に戻ることは

難しいのは周知です。肥満の健康影響は単
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純ではなく、諸病のリスクを高めています。もっ

とも昔はわが国は炭水化物からのエネルギー

が 80％前後と高く、たんぱく質や脂質の摂取

が少なく、健康影響も大きく、何よりも平均寿

命は伸び悩んでいたのです。 

  一方最近のわが国では、空腹でなくても精

神的な空虚感や不安、抑うつ感を紛らわすた

め、菓子類や砂糖を含む嗜好飲料を多く摂る

傾向があり、結果として肥満や糖尿病、循環

器病、がんの発生のリスクが高くなる悪循環が

認められています。 

  一方、穀類に多い食物繊維はこうした疾病

予防に効果が期待されており、また野菜の食

物繊維は非常に重要で、共により多く摂取す

ることが勧められている。 

Q：  米の摂取量が減少していますが、その影響

はどれくらいですか。 

A：  日本人の米飯摂取量は年々減少しており、

それは後で述べるように、動物性食品の摂取

量の増加と反比例しています。洋式の食事の

増加と共に米飯は減少したのです。米は栄養

価も優れ、食物繊維も多いので、米飯摂取が

減少しているのは残念なことです。 

 

食物繊維 

Q：  食物繊維摂取量の減少と生活習慣病増加

は関係があるのですね。 

A：  そういう研究結果が多く報告されています。

食物繊維というのは食物の成分の中で人の消

化酵素では消化されない部分を一括して食物

繊維といいます。 食物繊維の主要成分はセ

ルロース、ヘミセルロース、リグニンなど水に溶

けない成分とペクチン、ガム類など水溶性成

分です。食物繊維は摂取した食物の塊(食塊)

の胃内停滞時間は延長するが、消化管通過

時間は短縮し、糞便量の増加と排便回数を増

加させます。胆汁酸や重金属類を吸着し、ま

た消化・吸収に重要な働きをする腸内細菌叢

によい影響を与え、また血糖の抑制、抗脂肪

作用、腸管内圧調整などの生理機能があり、

糖尿病、虚血性心疾患、胆石症、大腸がんな

どのリスクを低下させるので注目されているの

です。 

  食物繊維は主に全粒穀物、野菜、果物に含

まれます。欧米でも食物繊維不足が問題で、

食事と共に小麦のフスマを食べることやオート

ミールの摂取が勧められ、米国ではポテトの

皮つき摂取が勧められ、フライドポテトも皮つ

きが多いのです。わが国では緑黄野菜の種類

も多いのですが、ごぼう、レンコン、たけのこや

多種類のキノコなどは食物繊維が豊富な食品

であり、その摂取が減少しないようにせねばな

らないのです。和食はきわめて健康的な料理

で世界的に関心を集めるようになりました。つ

まり日常の主食として米食を維持することです。

米飯のほか米麦混合もさらに栄養素が多くな

りますし、玄米食も優れています。もちろん洋

式の食事も長所がありますので、和洋折衷は

よい選択と思います。 

 

 

脂質 

Q：  脂質は成分が細かく分析され、よく勉強しな

いとわからなくなりますね。 

A：  脂質は体脂肪として体温の低下を防ぎ、臓

器の固定保護、皮膚の保健に重要です。ご存

知のようにエネルギー効率はたんぱく質や糖

類の 2倍であり、極めて効率的な成分です。  

  脂質は大部分脂肪であり、殆ど同じ意味で

使われていますが、現在脂肪と言うと中性脂

肪をさすことが多いので心得ておいてくださ
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い。  

脂質の種類 

   脂質は脂肪酸、グリセリンなどと結合したも

のにより、単純脂質(中性脂肪、ろう)、複合脂

質（リン脂質、糖脂質など）、誘導脂質（コレス

テロール、ステロイド、脂肪酸、脂溶性ビタミン

類など）がある。脂肪酸は、飽和脂肪酸と不飽

和脂肪酸（一価不飽和脂肪酸、多価不飽和

脂肪酸）がある。バター、チーズ、肉、卵黄、チ

ョコレートには飽和脂肪酸が多く含まれ、一価

の不飽和脂肪酸はオリーブ（油）、落花生(油)、

カシューナッツ、アボガドに多く含まれ、多価

不飽和脂肪酸はコーンオイル、大豆油、魚油、

マーガリン、ひまわり油に多い。 

  体内で合成できない必須脂肪酸(ビタミン F

とも云われる)は、リノール酸、リノレン酸、アラ

キドン酸などであり、これらは植物油、魚類に

多く含まれる。飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の

摂取率は 1：2、または 1：1 が勧められていま

す。 

  複合脂質のリン脂質などは脳や神経組織に

多く含まれることも留意しておいてください。 

 

コレステロール 

  コレステロールは脳・神経、血液、胆汁中に

多く、ステロイドの前駆体や、ビタミンＤの材料

として重要であり、また細胞膜に含まれ機能

(膜)の安定化を担っている。脂肪や脂溶性ビ

タミンの吸収、脂質運搬体のリポ蛋白構成成

分としての役割も大きい。コレステロールは発

育ばかりでなく、健康の維持に不可欠であり、

不足すれば健康障害だけでなく、寿命も短縮

する。血中の値は低くすぎてもいけないが、過

剰になれば肥満、動脈硬化につながる。正常

人の適当なレベルとは疫学調査では 200～

240であったが、これまではもっと低い値とされ

ていた。 

  コレステロール成分のうち血中高比重リポ蛋

白（HDL）-コレステロールが高ければ循環器

疾患の抑制と関連するので善玉コレステロー

ルとよばれ、血中低比重リポ蛋白（LDL）-コレ

ステロールは動脈硬化や心筋梗塞のリスクを

高めるので、悪玉コレステロールと呼ばれ、健

康指標の一つとなっている。 

  多価不飽和脂肪酸は血清コレステロールの

低下作用があり、また必須脂肪酸もこの類で

ある。そうした成分が多い青魚(サバ、いわし)

の摂取は、現在は減少しているので、積極的

に摂取することが勧められている。魚油の多

価不飽和脂肪酸 EPA（エイコサペンタエン酸）、

DHA（ドコサヘキサエン酸）は脂質代謝上きわ

めて重要であり、魚の摂取量が少ない人には

サプリメントでとることを勧める傾向にある。サ

プリメントは広く販売されている。EPA、DHAな

どは酸化されやすく、特殊な酸化臭を発する

ことも知っておく必要がある。 

  現在、わが国の脂肪摂取量は多少過剰傾

向にある。減量するためには、揚げ物や脂肪

の多い肉類をへらすとか、オリ－ブ油に変える

ことなどが勧められている。 

 

中性脂肪 

  中性脂肪（TG：トリグリセライド）はグリセリン

に３つの脂肪酸が結合したもので、主としてエ

ネルギーとして利用される。それ以外は脂肪

組織として体内に蓄えられる。脂肪組織のうち

内臓に貯蔵された脂肪細胞からはアジポサイ

トカインが分泌され、そのうちアジポネクチンは

糖尿病や動脈硬化を予防し、レプチンは肥満

を抑制することがわかった。そのほか、インスリ

ン抵抗性、血栓形成、高血圧関連物質も分泌

されるので、脂肪組織は内分泌組織としても

注目され、かつては有害視されていた脂肪組

織も適当量であれば、健康維持に重要な機能

を果たすことが注目されている。 

Q：  脂肪は不健康の指標のようにいわれました

が、見直されているのですね。 

A：  高齢者を観察しても、ある程度体脂肪があっ

たほうが長命とのデータもあります。やせ型は

あまり長寿でないのです。体脂肪の意義はも
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っと研究する必要があります。 

 

ビタミン類 

Q：  ビタミンは多種類あり、昔からしばしばその機

能や不足したときの傷害を聞かされています

が、最近の情報を要約してください。 

A：  新しいビタミンも発見され、必要摂取量の変

化も論議されています。一般的に言って現在

わが国ではビタミン不足による疾病、障害は極

めて少ないので、関心はそれほどではありま

せん。しかし、食生活が激しく変化しており、

労働条件が変わり精神的ストレスが急増して、

その対策としてビタミン摂取量は従来よりも多

量必要という報告が多く出ています。また大気

汚染や水質汚染、農薬問題、さらに飲酒量、

多種類の薬の服薬、新しい化粧品などの増加

などと関連して、ビタミン所要量は以前よりも多

くとる必要があると指摘されるようになりました。

ご存知のように薬局やスーパーでもビタミン薬

がずらりと並んでいます。米国ではもっと多種

類のものが売られています。所用量は個人差

が大きいので、実際にどれくらい必要かはっき

りできません。副作用がでて過剰と分かった例

はあります。 

  ビタミンには脂溶性と水溶性があり、前者は

ビタミン A（レチノール）、ビタミンＤ・Ｅ・Ｋなど

のほか、ビタミン様物質としてカロテノイド（α-

カロテン、β-カロテン、リコピン、ルテイン、クリ

プトキサンチン、アスタキサンチンなど）、水溶

性にはビタミンＢ１,Ｂ2，Ｂ6、Ｂ12、ナイアシン、

葉酸、パントテン酸やコエンザイム Q： 10 の

ほか、ビオチンというビタミンＢ群の活性がとり

あげられています。 ビタミンＣも壊血病予防

だけでなく、各種代謝に密接に関連して必要

であり、その作用も、抗酸化作用、抗癌作用、

抗ウイルス作用と広いので、従来より多くの量

が消費されています。しかしながら、過剰摂取

は逆作用も知られ、摂取量には充分な注意が

肝要である。葉酸は貧血に用いられましたが、

最近は特に胎児の発育に重要なこと、抗がん

作用で注目されています。 

  脂溶性のビタミン A は夜盲症や皮膚・粘膜

疾患の予防だけではなく、広く抗酸化・抗がん

作用、免疫賦活作用があり、特にα-カロテン、

β-カロテンの抗がん作用が疫学調査で明ら

かになり、注目されています。カロテン類には

ビタミンAの作用のほか、抗酸化作用、抗がん

作用、免疫賦活作用が明らかになっています。

ただビタミン Aの過剰は骨代謝やがんのリスク

を高めるので注意が必要である。ビタミンＤは

カルシウム代謝に不可欠であり、脂質代謝な

どに関連する。現在わが国では高齢者の骨代

謝と関連して関心が高い。ビタミンＥはビタミン

A やカロテンの酸化を防止し、細胞膜の維持

や赤血球の溶血防止、老化予防に役立って

いる。生殖や神経機能とも関連している。高齢

者の摂取が多い傾向にある。その他は関係書

を参考にされたい。 

  こうした背景から、ビタミンを食品以外からも

摂取する必要性を叫ぶ人も多く、市場にはお

びただしい合成ビタミン類やサプリメントが売り

出されるようになった。 こうしたビタミンやサプ

リメントの効果、副作用などに就いてはまだ信

頼に足る疫学調査結果は出ていない。一方、

日常の食生活を調べると特にビタミン不足は

認められないようである。ただ高齢化社会を迎

えて、多発するがんや心筋梗塞、動脈硬化、

老化の予防に特効薬が少ないこともあり、ビタ

ミン類が大きくクローズ・アップされていることも

事実である。高齢者に就いてはさらに基礎的

な研究が必要である。 

 

無機質、ミネラル 

Q：  無機質も多種類ありますね。重要な特性だ

け説明してください。 

A：  食品を一定の条件下で灰化して得られる残

留物のほとんどが無機質ですが、それはわず

かな量です。無機質は炭素を含む有機質とそ

れ以外の無機質があります。人体にとって重

要なものが多く、特にカルシウム、リン、カリウ
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ム、塩素、ナトリウム、鉄、ヨード、マグネシウム、

フッ素、ヨウ素、マンガン、銅、コバルト、亜鉛、

セレン、クロム、硫黄、モリブデン、ニッケルな

どは、人体組織の構成成分であり、また代謝、

調節機能、分泌、エネルギー関連などの機能

に密接に関係しています。つまり、健康の維

持・増進に不可欠のものである。詳しくは専門

書を参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品標準成分表(食品成分表) 

Q：  食品の栄養素の特性を知ることは重要です

ので、必要になると専門書を見ています。ここ

ではそれぞれの食品の栄養素に就いてお伺

いします。 

A：  食品の構成栄養素については、わが国では

世界的にも早く、昭和 25 年(1950)から継続的、

組織的に計測がおこなわれ、食品標準成分

表として公表されています。毎年計測され、結

果が発表されていますが、同じ食品でも測定

値が少しづつ変わっています。それで、1954

年に一部改訂、1963 年にまた改訂(3 訂)、

1982 年(4訂)、2000年にも改訂（５訂）されて、

今日に至っている。つまり食品はいろいろな条

件で構成成分が少しづつ変わるのです。こう

した食品成分表は、長く参考資料となるので、

大きな業績と思います。またわが国で購入で

きる食品数は年々増加していることがわかりま

す。 

  調査食品数は 1950 年には 538 食品であっ

たが、1963は 878食品、2000 は 1882食品と

増加しています。つまり、最近はきわめて多く

の食品を摂取できることになったのです。 

Q：  最近は約 1900 もの食品が市場に出回って

いるのですね。 

A：  外国からも多くの食品が輸入されています。

構成成分は同一食物でも、生のもの、乾燥し

たもの、その他加工物で変わりますので、全て

が計測されています。それで、重複分だけ実

数はすこし少なくなります。それぞれ成分は

年々変化しています。 

  1963 年から 40年間に 2倍以上の種類の食

品があるので、現在は本当に豊富な食材が購

入できることを示しています。食品は、栽培法

(露地栽培、ハウス栽培など)や飼育方法が(飼

育飼料など)しばしば変わりますし、加工方法

の変化もあります。土壌の状態、天候の変化も

ありますので、特に農産物の栄養素構成は変

っても当然なわけです。 

  調査栄養素は、成分表にみられるように 3大

栄養素が中心ですが、灰分、無機質(10～13

種)、ビタミン(16 種以上)、脂肪酸 3 種、コレス

テロール、食物繊維に就いても測定されてい

ます。これらを参考にすれば、摂取した食事か

らどんな成分を摂取していたか、正確に計算

できるのです。 

Q：  食品の種類別にはどのようですか。 

A：  2014 年の食品成分表では、穀類 138、いも・

でんぷん類 40、砂糖・甘味類 23、豆類 73、 

種実類 37、野菜類 326、果実類 157、きの

こ類 36、藻類 47、魚介類 388、肉類 244、

卵類 20、乳類 52、油脂類 22、菓子類 

120、し好飲料類 55、調味料・香辛料 84、

調理加工食品類 16 となっており、合計は

1878 食品になります。すべての食品に通し番

号がつけられ、加工された同一食品は同じ場

所に記載されており、利用されやすいようにな

っている。 また調理には廃棄する部分がある

ものは、廃棄率と可食部分の量が記載され、

実際の摂取食品の計算ができます。栄養素別

のエネルギー換算率も別に表示してある。 調

理の条件による構成成分の変化率が示されて
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おり、生の食品は調理前後であまり変わりがな

いが、乾燥食品は調理前の 2 倍以上の量に

増えるので、成分表を参考にせねばならな

い。 

 

食事摂取標準量 

Q：  日本人の食事摂取標準はどうして計算され

たのですか。 

A：  これも 2010 年から改定された方式で国内外

の文献、学術資料を活用し、できうる限り科学

的に推定計算したものです。実測したものより

も理想的な値になっており、それは国民の健

康の維持増進、生活習慣病の予防のために

表示しているからです。摂取エネルギーと各

栄養の摂取量の基準がありますが、これには

推定平均必要量（ある集団の平均必要量の 1

日の推定値）と推奨量（平均必要量とその標

準偏差の 2倍値）が示され、これが設定できな

いものには目安量（ある集団の大部分が一定

の栄養状態を維持するのに十分な量）が表示

してある。また過剰摂取を防ぐため耐容上限

量が設定されている。生活習慣病の一次予防

を目的としているので、目標とすべき栄養摂取

量が目標量となっている。なお、年齢別(乳児、

小児、成人、高齢者・70 歳以上)と、妊婦、授

乳婦については、特別にそれぞれの各栄養

摂取基準量が、栄養素 34 種、身体活動レベ

ル別について表示してある。実用的です。 

Q：  充実した内容ですね。 生活習慣病予防に

ついて実際的な目標ができましたね。さて、た

んぱく質のアミノ酸について教えてください。 

 

アミノ酸、脂肪酸 

A：  たんぱく質の質はアミノ酸からなり、その構成

で特性が決まります。これは入手可能な食品

可食部 100ｇあたりのアミノ酸成分表を分析し

ており、アミノ酸 22種類の構成分布が 2006年

より年々公表されています。2010 年は 337 種

の食品が調査されています。 

  脂質に就いても新しい知見が増加しており、

構成成分が多少変化すると、機能も変わりま

すので、2010年には 1878食品全部の脂肪酸

について、飽和脂肪酸 10種、１価不飽和脂肪

酸 9 種、多価不飽和脂肪酸 18 種を測定、

その値を公表しています。共に食品分析表で

ご覧になり、おおよその傾向を見てください。 

 

国民栄養調査 

Q：  摂取食品と病や傷害の関連が詳しく分析で

きますね。 健康の維持・増進や、疾病の予防

に役立つわけですね。 

A：  これにはその後の追跡調査も必要です。幸

い日本では 1938 年から食品成分の調査が始

まり、戦後はさらに組織的な国民栄養調査時

に、平均的な栄養素摂取と摂取内容が公表さ

れ、年次推移もわかっています。栄養改善の

ための資料を得るために、国民の健康状態、

栄養摂取量、栄養摂取と経済状態などの関係

も調べられている。平成 15 年からは健康増進

法の施行に伴い、国民健康・栄養調査として、

栄養のみならず、運動、休養(睡眠)、飲酒、喫

煙、歯の健康など、生活習慣全体に就いての

調査に拡充され継続されている。こうした経年

的な調査で、わが国民の栄養摂取の状況、栄

養摂取量などの実態と健康や生活習慣との関

連が分析されている。 

  さて、実際の調査方法は全国を 300 の地域

に分け、約 5000 世帯とその世帯員約 15,000

名を調査することになっている。食事量は１年

のある１日に摂取したすべての料理名、食品

名、使用量と廃棄量、飲食した家族数(年齢・

性別)と食事の摂取状況を調べる。それは栄

養士が訪問、家族から聞き取りをし、詳細に記

録し、それを分析する。摂取量は食品成分表

を参考にし、世帯全体と各構成員の摂取量を

推計する。そして栄養素別、食品群別摂取状

況、エネルギー比率などが計算される。そして

日本人の平均摂取基準と比較し、その年の栄

養素摂取など過不足を判定するのです。  

Q：  大変な調査ですね。栄養素摂取と身体状況
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との関連も分析するのですね。 

A：  そうです。基準摂取量と比較し、健康や病の

リスクに就いての指導がおこなわれるのです。 

 

 

食料の自給率 

Q：  さて、私共は現在、上記のような豊富な食

物・食品を享受しているのですが、日本でどれ

くらい自給できるのですか。 

A：  国民の食料はその国で自給できるのが一番

よいのですが、そうはゆきません。わが国では

毎日の食事の約 40%しか自給できず、60％は

海外からの輸入に頼っています。自給率は

1965 年から年々減少したのです。もっとも穀

物だけですと 60%は自給できています。 

  減少の理由はこの 40 年間に米の消費が半

減、肉類は 3.1倍、牛乳・乳製品は 2.5倍、油

脂類は 2.3倍となったことです。不足分は輸入

でまかない、その量は 2007 年でみると、豚肉

4517 億円(76 万トン(ｔ))、牛肉 2413 億円（47

万ｔ）、えび 2259億円（22万ｔ）、カツオ・マグロ

類 2174 億円（27 万ｔ）、サケ・マス 1421 億円

（24万ｔ）、穀物はトウモロコシ4517億円（1,663

万ｔ）、大豆 1955億円（416万ｔ）、小麦 1922億

円（528万ｔ）、それに果実を 2405億円（177万

ｔ）輸入しているのです。高度成長でわが国が

経済的に豊かになったので、こうした費用を支

払うことができるのです。 

Q：  相当な輸入量ですね。これは激しい日本人

の食生活変化を物語っていますね。もし輸入

が止まったら大変なことになりますね。 

A：  その通りです。平和が続くことを祈っています。

しかしそれだけでは安心できませんので何と

か対策を考えねばなりません。まず基本的に

は自給率をどう高めるかが問題ですが、すぐ

には解決法はありません。農産物を見ても実

際の日本の耕地面積はピーク時から 20%減少、

農民数が減少し、しかも65歳以上が農業人口

の 65%を占めています。政府は米が余るので、

休耕田をすすめ奨励金を出しました。転作は

ありますが、収穫量は限られていますし、農民

の収入は多くないので、新しい就労人口は少

ないのです。政府は何とか自給率を数年間で

45％に挙げようと計画しているようですが、容

易ではなさそうです。 

Q：  日本では農産物の生産能力が低いのです

ね。農産物は輸入品が安いので、競争には勝

てないといわれていますが、当分は輸入に頼

るより道はありませんね。さて私ども消費者が

できることがありますか。 

A：  調査結果を分析すると、日本では購入した

食品の約 30％は破棄しているようです。この

分を節約できれば大変な量になります。考え

られることは、まず、食品の買いすぎをやめる、

料理の作りすぎをしない、少し足らぬ目に作る、

外食でも食べ残さぬくらいの量を注文すること

などが実際的です。 

Q：  これはできることですね。各人の自覚と努力

が要りますが。昔は「もったいない」といって節

約が美徳でしたが、最近は、捨てることが当た

り前で、そして費用が安い時代になりました

ね。 

A：  消費者の努力が必要ですね。節約は業者は

喜びませんが。次に考えられることは、食事内

容の見直しです。特に、生活習慣病と関連し

ている動物性脂質を減少させること、これは輸

入減にかなり貢献します。また米食を増やすこ

とで、国産の米の消費を増やすことです。動

物性たんぱく質や油脂類を減らすため、揚げ

物や炒め物も減らすことになります。これは直

接中高年の病の予防になりますので、健康対

策の一貫として進めることです。特に、米飯に

ついてはすぐれた栄養素を持つ食品であるこ

とを広く教育し、健康の維持増進に有用な証
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拠をあげて、より多く摂取する国民運動を進め

ねばなりません。米飯の副菜は和風になりま

すし、動物性の脂質が減少すれば問題の肥

満の解消にもなります。心筋梗塞、糖尿病な

ど生活習慣病が減少すれば医療費も減少し

ます。 

Q：  これも実行可能ですね。しかし一旦増加した

肉類を減らすことは容易ではありませんね。中

年以下の人々、特に若い年代は、幼少時から

パン、乳製品、肉類など、洋式の食事が多か

ったので、急に減少させることは難しいですね。

米をもう少し多く食べるように、それに見合った

メニューを考えねばなりません。しかし自給率

に就いては全国民がもっと真剣に考えねばな

りません。 

A：  敗戦直後、米国からのパン、小麦などの援助

はありがたかったのですが、子どもが米飯離

れになったことは大きな痛手になりました。現

状を繰り返し説明して、行政だけでなく、各界

の指導者、マスコミの力もかりて、国民に理解

を求めねばなりませんね。食糧自給の重要さ

はどれだけ強調しても過ぎることはありません。

国の生産レベルにあった食生活、栄養と、保

健・医療を考える時期になったと思います。 

Q：  生活習慣病の抑制につながることになるの

で必須のことですね。食事は毎日のことであり、

わずかな貢献でも累積すると大きくなります。

しかし個人主義の強い時代ですし、プライバ

シーの時代でもありますので、短期間に大き

な効果は難しいですね。健康問題に関しては

新しい国の政策がありましたね。 

 

健康日本 21政策 

A：  21世紀にはじまったわが国の健康日本 21政

策、これは 21世紀の国民健康づくり運動です。

この目標の中に、栄養・食生活による適正体

重の維持があります。脂質、エネルギー、食塩

摂取量の減少、野菜摂取量、カルシウムの多

い食品摂取量の増加など、食生活の指導が

並んでいます。規則正しい食生活の継続も書

かれています。それに飲食店などの食料産業

に、エネルギーの減少、脂質の減少のヘルシ

ーメニューへの協力が唄ってあります。この外

食産業の対策の効果は大きいと思います。 

 

 

食品の安全性 

Q：  外食の機会が増えましたし、味を覚えるので

重要なことですね。 

  最後に食物・食品の安全性に就いてお聞か

せください。私共はマーケットで提供される食

品を安全とばかり思って購入しています。それ

は国の監視の下、業者が良心的に商品を取り

扱っていると信じているからです。また事故も

非常に少ないですね。 

A：  これは食品衛生法により、昔から厳しく管理

され、特に 1950 年以降厳しく取り締まられて

いることが大きいと思います。 食品の生産か

ら消費者に届く流通機構をふくめ極めてよく

管理されています。加工品の品質管理も優れ

ておりますので、流通している食品はきわめて

安全といえます。業者も事故が起これば破産

同様になりますので、慎重に対策を練ってい

ます。 

  現在は、生鮮食品については、名称、原産

地の表示、水産物には解凍、養殖の別、米に

は精米年月日、販売事業者名、加工食品に

は名称、原材料名、原料原産地名、内容量、

賞味期限、保存法、製造業者名、名称、住所

名などが義務づけられ、責任の所在を明らか
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にしており、業者には大変な負担でしたが、消

費者にはわかりやすく、安心感を与えていま

す。大きな対策だったと思います。21 世紀の

健康増進法では、加工食品等で栄養成分、

熱量などの記載表示が義務づけられ、これは

乳幼児、妊婦、病者といった特別な健康状態

の人に対して発育、健康または回復を目的と

した表示をするようになりました。特別用途食

品の規則ですが、表示対象食品には、商品名、

原材料、許可理由、許可表示の内容、成分分

析表、熱量、許可証、摂取方法が表示されて

います。アレルギー物質についても記載せね

ばなりません。 「パック」食品には消費期限

(おおむね５日以内に消費すべき食品)、賞味

期限(品質の保存が十分と認められる期限)が

表示してあります。  

Q：  なるほどきめ細かな対策があったのですね。 

加工食品にはそれぞれに認可のマークがつ

けられているのは、消費者には特にありがた

いですね。 

A：  ＪAＳ（日本農林規格）、公正マーク、特別用

途食品マークなどいろいろあります。 

  産地に就いては、外国からの輸入食品が増

加しているので、判断するのに大変参考にな

ります。輸入食品が増加しておりますが、厳重

に守られています。日本での規制に当てはめ

ると、その対策だけで高価になるので輸入を

やめるケースもあるくらいです。 

Q：  安全のためには厳しすぎるくらいがいいです

ね。そういう日本でも毎年食中毒事件が起き

ていますね。 

 

食中毒 

A：  全体的に見てマーケットで売られているわが

国の食品はきわめて安全といえます。 

  食中毒事件の発生はありますが、きわめて

低率な発生といえます。しかし集団発生すると

社会的影響が大きいので、あってはならない

のですが、これだけ外食が増加した現在、偶

発事故として防ぎきれない面もあります。報告

されている件数は毎年 1000件以上、被害者、

罹病者の総数は、約 2 万から 2.5 万人です。

原因食品は複合調理食品、菓子類が多く、つ

いで魚介類、加工品(穀類、野菜類、肉類)で

あり、キノコやふぐ中毒(加熱耐性)も少数なが

ら報告されています。原因物質は昔多かった

サルモレラやブドウ球菌(毒素型、加熱無効)

は 7～800 名と少なくないのですが、全く異な

ったウェルシュ菌、カンピロバクターによるもの

が 1,500名以上あり、ウイルスではノロウイルス

が 17,600 名と罹患者が多いのです。発生場

所は飲食店が多く、仕出屋、旅館もあります。

一般家庭でも総発生件数の約10%あり、332名

の患者が出ています。 

Q：  国民が毎日複数回食事を取っており、外食

も多いですね。年間の総摂取回数から見ると

稀というわけですね。しかし集団発生はゼロに

せねばなりませんね。 

A：  キノコやフグのように十分警戒しているはず

なのに、少数ながら起こっています。工場、学

校給食の発生は極めて稀ですが、レストラン

や料理店は数が増加しており、件数は少なく

なりません。大量の食品を作る過程で起きる

事故、その食品の保存中の汚染、調理人が偶

然保菌状態になり、食品を汚染する場合など

いろいろで、予防態勢がありながらおこってい

ます。集団発生では食品が古かったり、輸送

の途中の汚染は殆どないようです。もっともカ

イワレ大根のように輸入された種の汚染が疑

われたという稀なケースもありますが。 厳重な

管理の目をかいくぐって発生しています。管理

の強化以外に方法はないようです。外国から

病因が入ることもあり、行政指導の目をくぐっ

てきています。家庭でも一寸した不注意で起

こっています。食品の管理上、天候の変わり

目、気温、気質の変化が大きい時はとくに注

意が必要です 

Q：  そういう条件もあるのですか。しかしわかって

いる原則を守ることが基本ですね。 
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４．食養生一口メモ 
 

食事ピラミッド   

米国ハーバード大学ウイレット教授らが考案した

健康な食生活のための簡略な図表指針である。こ

の図は、常に食べねばならない食品（全粒穀物、

植物油）をピラミッドの底辺に、また頂上の三角形

には、控えて食べさせたい食品（赤みの脂の多い

肉、白米、白パンなど）をのせ、中間４段はよく食べ

て欲しい順にした下から上に、「野菜と果物」、「ナ

ッツと豆類、 魚・鶏肉・卵類」、「乳製品とカルシウ

ム補助食品群」をのせている。日ごろ消費量の多

い動物性たんぱく質を少なく取るようにとの配慮が

伺われる。 

 

わが国では食生活の歴史はかなり変わるので、

ピラミッドではなく、「食事バランスガイド」として「こま」

の形で表している。コマの上面は主食であり、ご飯

など穀類、パン類が占める。ついで副菜(野菜、い

も類、きのこ、海草類）を、中間は主菜（魚肉 卵、

大豆料理）である。牛乳、乳製品は消費量が少な

いのでその下になり、果物はコマの先端で少量取

る部分になっている。このコマがバランスを崩さず

回るようにとの祈りが込められている。基本として以

下の指導がなされている。 

１． 自分自身の 1日分の適量を把握しましょう。 

２． 食事の目的を好みに合わせて料理を選びま

しょう。 

 

ちなみに、日本人の平均寿命やその他健康指

標は世界トップにあるので、日本料理や献立は世

界的な注目を集めている。しかしさらに科学的な検

証も必要と思う。 

 

フレッチャーの摂食法 

１． 食欲が出てきたら、食事をする 

２． 空腹でなければ 食べない 

３． 食べたいと思う食品を選ぶ 

４． よく噛んで、食べる 

５． 楽しく、快く食べる 

６． 食前や食事中は 飲み物をとらない 

７． 食欲が止まったら、食べるのを止める 

 

＊H. Fletcher(1849～1919) 米国の富裕な商人、

医療で肥満は解決せず、よく噛みなさいというアド

バイスでやせることができた。かれはこの科学的検

証を医学専門家に依頼、噛むだけで体重の減少

が確認された。食餌量が減り、食事内容も変化した

ためである。この方法は明治時代にわが国にも伝

えられ、マスコミをにぎわした。 

 

食品成分表  

毎年文部科学省科学技術・学術審議会資源調

査分析会より公表される資料である。すでに食品の

稿で説明済みであり参考にされたい。 

 

たんぱく質の栄養評価法 

生物価（B.V.）とたんぱく質正味利用率（Ｎ.Ｐ.Ｕ.）

など 動物実験で得られる栄養価である。 

生物価は吸収されたたんぱく質窒素のうち、体

内に保留された窒素の百分率で示される。たんぱ

く質正味利用率は保留窒素量を摂取窒素量で除

したもので、生物価に消化吸収率を考慮したもの

である。  

プロテインスコア(たんぱく質価) 

標準たんぱく質の各必須アミノ酸(簡便法で

は人の体たんぱく質に近いアミノ酸組成：アミ

ノ酸評点パターン)と食品たんぱく質の対応す

る各必須アミノ酸で算出した比率のうち最低の
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比率を栄養価とする。 

ケミカルスコア(化学価) 

国際機関は、食品たんぱく質の必須アミノ酸

量(Ｅ)に対する基準たんぱく質の各対応した必

須アミノ酸量(Ａ)で除して比較する方法で、提

唱には基準たんぱく質に鶏卵が用いられた。化

学価は基準たんぱく質に応じて、例えば、人乳

価、卵価、アミノ酸スコアとする。アミノ酸ス

コアは、各必須アミノ酸のＥ／Ａ比に 100を乗

じた最低の値(第一制限アミノ酸：アミノ酸評点

パターンを 100とした時の割合を算出)である。 

  

脂質の摂取量と目安量 

 脂肪エネルギー比率で示される。 

飽和脂肪酸（Ｓ）：一価不飽和脂肪酸（Ｍ）：多価

不飽和脂肪酸（Ｐ）の摂取割合は 

   ３：４：３とされ、 

 動物油由来脂肪（魚由来の脂肪は除く）：植物由

来脂肪：魚油由来脂肪の割合は 

   ４：５：１とされる 

血清脂質  健康指標として重要 

血清脂質にはコレステロール、中性脂肪（トリグリセ

ライド（TG））,リン脂質、遊離脂肪酸からなる。 コレ

ステロール、TG、リン脂質は血中をアポリポタンパ

クという蛋白と結合して循環する。 

 

ＨＤＬ，ＬＤＬなど 

リポタンパクを比重で分けると、比重の小さいカイ

ロミクロンから、順次大きいVLDL(超低比重リポタン

パク), LDL(低比重リポタンパク), HDL(高比重リポ

タンパク)に分けられる。カイロミクロンは、ＴＧ

の割合が 80~90％、コレステロールが 3～7％、

リン脂質が 3～8％、VLDL は、それぞれ 50～

70，16～23，18～23、ＬＤＬが 8～11，42～

56，25～27、ＨＤＬが 4～9，10～48，22～28

であり、結合脂質量の違いが大きい。HDL は

TG も少なく、そのコレステロールの多くは末梢から

回収したものである。一方、LDL のコレステロール

は末梢へ供給、または肝臓で代謝される。HDL-コ

レステロールが高く、LDL-コレステロールが低いこ

とは、病のリスクが低い一つの指標になっている。 

 

コレステロール 

もっともよく知られている指標。低すぎても

（150mg/dl 以下）、高すぎても(250mg/dl 以上)、病

のリスクは高い。コレステロールは細胞や組織の維

持に基本的に必要であり、ある程度以上に保たね

ばならない。 

 

中性脂肪 （トリグリセライド：TG） 

人体に必要な脂質であるが、血清値が高すぎる

と危険因子とされている。肝臓で合成され、各組織

に必要な脂肪酸をグリセロールに結合して届けて

いる。食事からの TG が多く、肝臓での合成が盛ん

になれば高い血清濃度になり、組織のエネルギー

源ともなる。運動により血清値が低下し、また、適度

な運動と脂肪性食事の摂取が勧められる。 

 

リン脂質 

リン酸を持つ脂質で細胞膜やリポタンパクの構

成要素に重要な成分である。各種脂肪酸の代謝と

関連するが、コレステロール量の増減と平行してい

る。 

 

遊離脂肪酸 

総脂肪酸の一部（4％）で、血漿中（アルブミンと

結合）にあり、組織内でエネルギー源となる。 

  

すべて健康維持に非常に重要な成分であるが、

構成バランスが崩れると病のリスクが高くなる。血清

値などは日々変るので、継続して観察し、総合的

に判断されている。 

   

HbA1c    

過去１～２ヶ月程度の平均的な血糖レベルを示

す指標。 

 空腹時血糖やブドウ糖負荷検査と共に糖尿病診

断に利用されている。最近(2012 年 4 月)国際標準

化され、これまでの値（ JDS）より、0.4%高い値

(NGSP)で表示される。 
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グリセミック指数 

炭水化物を食べた直後から 2～3 時間以内に上

昇する血糖値の程度を示す指標である。 

葡萄糖投与後の値を 100すると、 

パン (精白小麦 )、かぼちゃ、マッシュドポテトは       

70～79 

パン(全粒小麦粉)、アイスクリーム、砂糖、パイナッ

プルは  60～69 

米飯、トウモロコシ、バナナ、オレンジジュース       

50～59 

葡萄、チョコレート、オレンジ、アップルジュース      

40～49 

スパゲッテイ (ゆでた ) 、 りんご 、 ヨーグル ト         

30～39 

牛乳、ソーセージ 20～29 

ピーナッツ     10～19 

血糖値がゆっくり上がる食品は、糖尿病や心筋梗

塞のリスクが低いという 

 

多量飲酒者 

  健康日本２１では 多量飲酒者とは１日 3 合(約

60ｍｌ)以上飲むものをさします。 

 

 

特定保健用食品と健康補助食品 

 栄養、味覚などの機能のほかに生体防御や体

調の調節をする成分を持つ食品を特定保健用食

品という。ポリフェノール、クマリン誘導体、オリゴペ

プチッド、ラクトフェリン、茶カテキンなどの成分を持

つ食品から抽出、固定した成分が商品化されてい

る。 

米国では健康の改善、調節、保持、病のリスク低

減に効果のあるものを健康補助食としたが、その効

果の表示を義務づけた。 

 

機能性食品   

 栄養価、呈味成分以外で、食品の中に含まれる

抗酸化成分、免疫を高める成分、代謝活性を高め

る成分、生理活性ペプチドなどを含有する食品を

指す。 

 

オーガニック食品   

生産、製造過程で、ホルモン剤、抗生物質、除

草剤、殺虫剤、化学肥料、遺伝子の操作、放射線

処理などを用いないもの、ただし 95%が目標。 

よりゆるい基準では、70％で、オーガニック使用

食品という。 

 

スローフード 

  ファーストフードとは即席ラーメン、ハンバーガ

ー、フライドポテト、冷凍スナックなどを指す。 

スローフードは時間をかけ、食材を選んで丹念

にこしらえ、ゆっくり食べる料理を言う。イタリヤの小

都市ブラウで始まったという。料理のほか地域の独

自の文化を継承し、伝統的な作り方の技術を守り、

援助する趣旨の運動もしている。ストレス解消に有

用という。 

 

バイオプリザベーション 

 植物、微生物などの抗菌作用を利用して、食品を

加工、保存することをいう。 

身近なことではおにぎりを竹の皮で包む、団子を

笹でくるむ、納豆のように酵母で発酵させた食品、

たくわん、野沢菜のように発酵させた漬物、最近は

牛乳の殺菌、野菜の缶詰、チ－ズ、食肉の味付け

もおこなわれている 

 

過酸化脂質、ラジカル   

中性脂肪やコレステロールなど多くの脂質の不

飽和結合部位（結合可能な炭素分子）に活性酸素

が反応して酸化生成された脂質を云う。食品からも

脂質過酸化物が生ずる。組織や細胞などを傷害す
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る因子であり、抗酸化物質で抑制される。 

 

抗酸化物質  

生体内や食品などで、酸素が関与する有害反

応を減弱や除去する物質を云う。脂質過酸化反応

を抑制する。 酸素は、保存した食品中の成分を

酸化して変質させ、香りや外見などを損なわせる。

特に、必須脂肪酸などの不飽和脂肪酸を変色、固

化させ、時に毒性化反応も引き起こす。抗酸化物

質は、水様性物質のアスコルビン酸、ユビキノール、

リポ酸などの水様性ビタミン類、グルタチオン、フラ

ボノイド、カテキン（茶）などのポリフェノール類など

や脂溶性物質のカロテノイド、ビタミン E(α-トコフェ

ロール)などの多くが知られる。また、血清中のタン

パク成分（アルブミン、セルロプラスミンやスーパー

オキシドディスムターゼ等の酵素類）なども抗酸化

物資となる。 

生野菜からは抗酸化物質は検出され難いが、95

～100度の熱湯で 5分程度煮立てると汁内で検出

され易くなり、生野菜の平均 5－10倍以上になる。

シソ、レタス、人参、ピーマン、春菊等は 100倍にも

なる。熱で細胞壁が壊され出てくるので、温野菜も

多く食べることが勧められ、鍋物などもよい献立で

ある。 

 野菜や果物を多く摂ることにより、それに多く含ま

れる抗酸化物質が健康増進や老化防止、 

さらに、生活習慣病（がん・脳卒中・心臓病など）や

その他多くの病を予防する。 

 

活性酸素、フリーラジカル 

活性酸素は、酸素分子がより反応性の高い化合

物に変化したもの（フリーラジカルでないもの：一重

項酸素、過酸化水素；フリーラジカル：ヒドロキシル

ラジカル、スーパーオキシドアニオンなど）を云う。 

活性酸素やその反応で誘導される過酸化脂質

などは、がん、動脈硬化、心臓病、脳梗塞など多く

の病や老化を引き起こすことが明らかになった。 

 この活性酸素の働きを抑制する作用が野菜など

植物由来の多くの食品(光合成を行う緑黄色野菜

類など)に含まれている。有色野菜類摂取が重視さ

れるようになった。 

 

野菜スープ   

抗酸化物だけでなく、セルロース、ヘミセルロー

ス、ペクチンが多く出る。また前述のように生野菜

に比べ５－100倍も抗酸化作用が上昇する。加熱

によるビタミンＣの破壊は約 30%で多くはない。保存

中の野菜のビタミン Cは、保存期間が長いと冷凍

でも急速にビタミンＣは失われる。 

 

赤ワイン 

含まれるフラボノイドは抗酸化作用がある。 フラ

ンスでは赤ワイン常用者にがんが少ないという（フ

レンチパラドックス：赤ワインの愛好者が多い南フラ

ンス人ではがんが少ない）。作用成分は、葡萄の果

皮に含まれるレスベラトロール(ポリフェノール類)に

抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用が認められ

る。葡萄にはこの他アントシアニン、カテキン類、フ

ラボノール類などが含まれている。 

 

あぶらな科野菜   

イソチオシアネートを遊離する。ブロッコリのスル

フォラファンや辛子、ワサビのアリルイソチオシアン

は抗がん作用がある。 

 

抗酸化サプリメント 

 ビタミンＣとＥ，グルタチオン、αリポ酸、コエンザ

イムＱ10、カロテノイド(リコピン、β-カロテン、ルテ

イン、アスタキサンチン)、SOD(スーパーオキシドジ

スムターゼ)等が知られる（多量摂取は有害作用の

可能性に注意を要する）。 

 特性や実験的効果があり、副作用がないもの 

 

メタボリック・シンドローム(症候群)  

肥満が基礎にあり、高脂血症、低HDL血症, 高

血圧症、高血糖のうち、2 つ以上を合併する場合を

言う。長期間観察すると、動脈硬化、糖尿病、心筋

梗塞のリスクが高い。適切な対策、食事療法、運動、

薬物治療などをすればリスクは減少する。肥満の

解消が基礎である。 
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最近の調査で、有症者に対する特定保健指導

で多くの方の改善報告が示されている（約 20～

40%）。 

 

やせすぎ  

中高年者で平均よりもやせている群では普通型

に比べて死亡率が高い。やせればやせるほど死亡

率は高い。栄養障害や免疫力低下が背景にあるこ

とが多いからである。 

長寿者には小太りが多いという。 

 

夜間摂食症候群 

 よる型の生活をする人は よる 7 時以降に大食す

る傾向があり、就寝は夜半 1 時半が多い、朝は食

欲不振で、睡眠障害が週 3日以上ある人をさす。こ

の状態は不快であり、体力も低下する。インスリン

の機能が傷害され、肥満や糖尿病に駆りやすい。

精神もうつ状態になりやすい。対策としては、食事

制限、睡眠のための薬物、十分な休養、それに運

動が必要である。 

 

肥満に対するレジスタンス運動 

肥満対策は運動がもっとも効果的といわれる。そ

れえ歩行やジョギングという有酸素運動が奨励され

ている。さらに鉄製ダンベルを使う運動、重量挙げ、

舟こぎ運動が進められている。これらをレジスタンス

運動という。一日 15～30 分、週 3 回以上で、脈拍

が 50歳以下では 1分間 120が限界、60～70歳で

は 100以下とされている。これをおこなうには医師と

相談が必要である。 

早起き、早寝、朝食を必ず摂る、夕食は過食しな

い、禁煙、飲酒制限、ストレスをへらす、かわせなど

が予防方法である。 

 

ビタミン類 補遺 

ビオチン    

ビタミンＢグループ、カルボキシラーゼの補酵素、

腸内細菌で作られる。長期抗生物質の服用で腸内

のバランスが崩れると皮膚炎などが起きる 

 

ビタミンＥ    

ビタミンＡやカロテンの酸化を防ぐ、老化予防 

4 種のトコフェロールと 4 種のトコトリエノールがあ

る。 

 

ビタミンＫ    

Ｋ１は植物の葉緑体で生産、Ｋ2は微生物で作ら

れる 血液凝固作用に補酵素として作用、不足す

れば凝固時間が延びる  ワーファリン服用患者は

注意。 

  

コエンザイムＱ10    

補酵素の一種 抗酸化作用がある。体内にあり、

成長期は増加するが 20 歳以降減少する。心疾患

の患者で低量なので、治療薬に利用された。野菜

の中にもある。 

 

 

カロテノイド  

有色野菜類や果物類及び一部の魚類等にも存

在する黄色や赤色色素の有機化合物を云う。多く

の炭素（C40）と主に水素で構成される。カロテン類

(α－カロテン、β－カロテン、リコピンなど)とその

他ヒドロキシ基(酸素を含む)を持つキサントフィル類

（β－クリプトキサンチン、ルテイン、アスタキサンチ

ン、フコキサンチン、カンタキサンチンなど）に分け

られる。特に、α－カロテン、β－カロテン及びβ

－クリプトキサンチンなどは、ビタミン A となるので、

プロビタミン A と称される。これらの多くは抗酸化作

用、抗ガン作用など生活習慣病予防に有用である

とされる。しかし、一部のものでは多量投与では有

害作用（プロオキシダント作用）も示されている。 

これまでβ-カロテンを多量投与した追跡調査研究
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では、必ずしも肺がん等の予防効果は確認できず、

喫煙者ではむしろ肺がん発生が多くなる結果も示

されている。 

 

無機質 補遺   

ナトリウム    

体内に約 100ｇ含まれ、１/3 は骨格、残りは細胞

外液にある。細胞内液と外液の水の平衡、酸-塩基

平衡の維持、消化液の分泌、腎糸球体ろ過液の再

吸収などに関与神経、筋肉の興奮を高める、体液

をアルカリ性に保つ、葡萄糖の腸管吸収、カルシウ

ムの細胞膜浸透に関与、その他の機能がある。欠

乏すれば脱水症になり、食欲減退、精神的不安が

起きる 過剰摂取では高血圧、 動脈硬化、浮腫

の原因となる。胃がんのリスクも高める。わが国は食

塩摂取量が多く、減量に努め約 10ｇ前後になった

が、8ｇ以下に下げる努力が続いている。 

 

各国の 1日の Na(食塩)摂取量 

食塩摂取国際共同研究（Intersalt, Intermap）に

よると、24 時間尿による 1 日の Na 量を世界 52 集

団で見ると以下のようである。 

Intersalt研究 

  低いのは 50 mmol(食塩：3g)以下で パプア、

ケニアなどのインデイアン 

  高いのは 中国天津の 259mmol, 日本富山 

224、  カナダ、コロンビア ポーランド  200以上 

Intermap研究 

   中国各地 250～300、 米国各地 180～190  

英国  161 

 Na所用量（成人）は 1日 26 mmol(600mg) 

 I mmolは  23mgである。 

高塩食品は さけの熏製、チーズ、コンビーフ缶、

カニ缶、炒りピーナッツなど。 

       

豆腐の Na量は低くない 

  豆腐の Na 含量は 5 訂標準食品成分表では 

100ｇあたり 13ｍｇであるが、調査すると、どこでもこ

の値より高い。沖縄豆腐では 130ｍｇと高い。添田

孝彦による全国調査では、東海地方が低く、九州、

沖縄と南ほど高いという。以前はカルシウムがマグ

ネシウムより多かったが、最近は逆になっている。

新しく加えた添加物のためかもしれないという。そ

の影響はまったくわかっていない。 

 

茶 

抗酸化作用、抗過酸化脂質作用や抗菌活性が

ある。種類別に強さを見ると、緑茶が一番強く、抹

茶、紅茶、玉露、番茶、ウーロン茶の順となる。  

緑茶カテキンはＤＮＡ，ＲＮＡと結合して作用す

ることが藤木、葛原らにより証明された。 

緑茶カテキンががん予防に有効な証拠が多く出て

いる。その機序も明らかにされている 

＊脂質の抗酸化作用で見ると、コーヒ、赤ワイン、

煎茶、紅茶の順になる。 

 

ココア   

昔から強壮薬、解熱薬、歯痛、炎症に有効とさ

れていた。最近強い抗酸化作用が明らかに 

なり、がんや動脈硬化予防薬として注目されるよう

になった。 

 内容は炭水化物、タンパク、脂肪分(脂肪酸)、食

物繊維が多く、ミネラル（Ca、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn

など）ビタミン(A、B群、C、Eなど)、タンニン、テオブ

ロミン、カフェイン、ポリフェノールなどが含まれる。

ストレスやアレルギーに有効ともいう。 

 

クルクミン   

カレー粉の成分 ターメリックともいう。ウコンの根

からつくる。強い抗酸化作用がある。 

抗炎症・抗アミロイド作用も知られる。 

 

セサミン  

ゴマ種子（0.5%程度存在）にある。抗酸化作用が

強い物質とされるがまだ知見例が少ない。 

 

イソフラボノイド ゲニスチン 

大豆の成分  女性ホルモンと類似構造を持ち、

抗腫瘍性がある。 
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オリーブ油    

オレイン酸が多く含くまれる（70%程度）比較的酸

化・固化され難い(不乾性油)。抗炎症作用(オレオ

カンタール)が大きい。特にエキストラ・バージンの

緑色がよい。 

 

サッカリンとがん   

かつて動物実験でサッカリンに発がん性が認め

られ、米国では使用が禁止された。その後の疫学

調査では関係がなかった。この理由を調べるため、

動物に 24 年間サッカリン投与を続け、がん発生と

関係がないことが、高山らにより最終的に証明され

た。 

 

キシリトール 

 キシリトールは砂糖の仲間で、５炭糖の糖アルコ

ール(葡萄糖は６炭糖)である。葡萄糖の代謝過程

でキシロース、キシリトールが出来る。キシリトール

は生体の酸化、還元に重要なＮＡＤＰＨ（ナイアシ

ンを含む核酸化合物、脂肪などの合成する作用が

ある）の生成を増加させる作用がある。糖尿病や副

腎皮質機能促進に用いられるようになった。体内で

の代謝、吸収が悪いので、低カロリー甘味料などに

利用されている。多くのチューインガムに入れられ

店頭を飾っている。 

 

グダ・マーラ 

 古代インドの糖尿病治療薬  羊の角と呼ばれる

植物の茎や根の白い乳状液から作る。にがい味で

ある。これをなめるか、乾燥したものが薬で、服用

するとものの甘さを感じなくなる。３ヶ月服用すると

患者の尿糖は陰性になるという。成分はギニクマ酸

であり、体内でグルコースの吸収を阻害する。 
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５．食生活を考える  （食養生ガイド） 
 

 人体の消化・吸収機能や、食品の栄養素としての

特質を改めて概観すると、人の生命が実にうまく営

まれていることが推察される。こうした知識を参考に

食生活、食養生についてここで論議、考察したい。

すでに政府は今世紀初めに、健康日本 21 政策を

発表、ついで健康増進法を公布して、国民栄養の

改善など健康増進のための総合的政策を展開して

いる。さらに 2005 年には食育基本法が制定され、

対策の推進を図っている。ここでは、激変する社会

生活環境に対応するため、子どもの食育、生活習

慣病や高齢者の健康のための食生活の改善、食

品の安全性や食料自給率、伝統ある食文化の継

承などを目的とし、必要な総合的、計画的な政策

が企画されている。少子高齢化社会をみすえたわ

けです。 

 

Ｑ：  政府が食生活改善に本腰をすえたのです

ね。しかし改めて日常の食生活を考えよといっ

ても困惑しますね。 

Ａ：  難しく考える必要はありません。皆様は普段、

実にうまくやってきておられたので、今日の日

本国民の健康状態は高い水準にあり、平均寿

命は世界一位、健康寿命（健康問題で日常生

活が制限されることのない期間）も伸びていま

す。もっともこれは私共の先祖が長年懸けて

築き上げた遺産であり、今後継続できるかどう

かは別の問題かもしれません。現状を見ると

食生活、栄養に関しては平均的に優れた状

態ですが、肥満、糖尿病、循環器疾患など生

活習慣病は増加しております。また食料の過

半は輸入に頼っている現状では、何か災害や

紛争がおこれば、たちまち問題が多発する危

険性を含んでいます。きわめて安全な状態も

維持できなくなる可能性があります。それで、

いまこそ、国民すべてが食に就いての基本を

考えねばならない時期と思います。 

Ｑ：  国からは食生活いついてのガイドラインなど

がでていますね。 

 

 
 

  21世紀の食生活指針 

Ａ：  重大な問題であり、2000 年初頭に早々と以

下の食生活指針が出ています。箇条書きにす

ると以下のようです。 

  １．食事を楽しみましょう 

  ２．一日の食事のリズムから、健やかなリズムを 

  ３．主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランス

を 

  ４．ごはんなどの穀類をしっかりと 

  5．野菜、果物、牛乳、乳製品、豆類、魚なども

組み合わせて 

  6．食塩や脂肪は控えめに 

  ７．適正体重を知り、日々の活動に見合った食

事量を 

  ８．食文化や地域の産物を活かし、ときには新し

い料理も 

  ９ 調理や保存を上手にして無駄な廃棄を少な

く 

  10．自分の食生活を見直してみましょう 

 

Ｑ：  きめ細かな指針ですが、実行は可能なことで

すが、具体的にはもっと説明して戴きたいと思

います。先ず、食事のバランスについてです

が、どこかで多種類の食品をとる。それは一日

30品目とありました。これはどのようにするので

すか 

 

バランスの取れた食事 

Ａ：  多種類の食品が必要なのは人体で合成でき
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る栄養素は少ないので、外部からの補給が必

要です。人の体は地球にあるほとんどすべて

の成分から構成されているので、非常に多く

の成分が要求されます。一方、個々の食品は

多くの栄養素を含んでいても、数も量も限られ

ているので、多種類の食品を摂って補充する

わけです。30品目というのはその例を示したも

ので、普通の食事をとっていればよいわけで

す。まず昼食を例にとって数えて見ましょう。 

例えば、「ご飯(麦入り)、かきたま汁（具は卵、

のり、野菜）、串焼き(とり、レバー、ねぎ)、野菜

炒め(にんじん、ピーマン、キャベツ)、じゃがい

ものサラダ、漬物、茶がセットされたとしましょう。

品数を数えると、米（麦）、卵、海苔、青菜、鶏

肉・肝、ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツ、

じゃがいも、漬物、茶で 13～14品になり、それ

に調味料やマヨネーズなどソ－スの内容を加

えると、17 品は越します。夕食はもっと多いは

ずです。朝食も摂りますので、合計で 1 日 30

品というのは難しい数ではありません。もっとも、

スナックや簡単な朝飯、レトルト食品で済せば、

数は不足しますし、ある程度数はあっても栄養

の内容は劣ります。 

Ｑ：  調味料、ソースも入れるのですね。少し考え

ればそれほど難しいことではありませんね。栄

養素の質も問題になりますので、数だけでは

ダメかもしれませんが。 

Ａ：  無機質も栄養素ですし、重要な因子です。

なお鍋物などでは、いろいろな食品を煮込み

ますと、食品数も多くなり、それに生の食品で

は検出されない栄養素が出てきます。それに

煮込むと野菜の抗酸化作用が強くなるのです。

ただ毎日理想的にできるとは限りませんので、

一週間平均して多種類の食品を摂るようにす

ればよいわけです。 

Ｑ：  どんな組み合わせの献立を作ったらよいか

が鍵を握っていますね。 

 

食品群の組み合わせ 

Ａ：   その通りです。 健全な食生活というのでわ

が国では早くから食品群を作り、その組み合

わせで、バランスの取れた食事が摂れるような

指導がされています。昭和 27 年には栄養素

の働きから食品を 3 色に分けて、その組み合

わせを摂る方式の普及がありました。赤群は、

魚肉、卵、乳製品、豆類などで、血や肉を作る

食品、黄群は穀物、砂糖、油脂、イモ類などで、

力や体温となるもの、緑群は、野菜、海草、キ

ノコなどで、体の調整をするもの、の 3 群です。

食事は赤、黄、緑の3群を組み合わせ、バラン

スをとって食べる運動です。その後、厚生省は

6 つの食品群に分け、どういう組み合わせがよ

いかを示しました。1 群は魚肉、卵、大豆、大

豆製品、2 群 牛乳、乳製品、海草、小魚、3

群は緑黄色野菜、4群は淡色野菜・果物、5群

は穀類、イモ類、砂糖、6 群は油脂類、脂肪の

多い食品です。また、非常に多くの研究から 4

食品群にわけ、何をどれくらい摂ればよいかを

示した指針が女子栄養大学・香川綾先生らが

提唱し、最も普及しています。それは第１群が

完全な栄養のそろった食品で、牛乳・乳製品、

卵、第 2 群は肉や血を作る 魚介、肉、豆・豆

製品、第 3 群は体調をよくする 野菜、果物、

イモ類、第 4群は力や体温となる 穀類、砂糖、

油脂という分類です。各食品群の食品構成単

位を 80Kcal＝1点として、20点法できめている。

第１群から 3群までで各 3点、計 9点を決め、

残りの 11 点は第 4 群に振り分けるものです。

第 4群つまりエネルギー源をたくさん摂取する

ように考えています。この原理で長期間研究し、

妥当な指針と判断したわけです。そして、この

方式で肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病

などの予防にも有効なことを検証しています。

食品群別の摂取量の目安は性・年齢、身体活

動別にも示しており、実際的で、使いやすいも

のになっています。 

Ｑ：  この 4食品群、20点法はいろいろなところで

使われていますね。実際的な献立もたくさん

用意されていますね。 

Ａ：  病人食についても実際に使われています。
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詳細は関係の書物を見てください。優れた分

類と思います。 

Ｑ：  基本的な指針があることはありがたいですね。

さて、最近流行のファーストフード、冷凍もの

に就いてはどのようにお考えですか。 

Ａ：  初期のうちは栄養素的には問題もありました

が、最近は改善され、簡便でよい製品も多くな

ったと思います。若い人々の生活や、一人暮

らしの高齢者を見てみますと、こうした食品を

利用せざるを得ないこともわかりますし、利用

の仕方を間違えなければ良いと思います。し

かし処理の仕方や、少しでも多種類の食品を

含んだものがよさそうですし、特に味のよいも

のを選ぶことが大事と思います。そればかりで

は栄養素に偏りがでますので、普段はやはり

面倒でも栄養を考えた献立で調理されること

が望ましいと思います。一人暮らしでも簡単に

調理はできるようになりましたので。献立を考

え、段取りが分かれば、それほど難しくはあり

ません。一週間でなるべく多くの食品をとるこ

とを考えてください。 

Ｑ：  高齢者の問題も重要ですね。やはり栄養が

健康の基本ですので。 

 

過食を避ける 

Ｑ：  多種類食べるということになると、少し食べ過

ぎになりますね。 

Ａ：  特に高齢者は食べすぎを避けねばなりませ

ん。多くの副食があるときは、少し残す様にす

ることです。自宅では面倒でも少量ずつ作る

習慣をつけねばなりません。魚の片身１/3 と

か、副菜も少し控えめにつけるなどです。多け

れば残すことです。次の食事時間に胃は空腹

を感ずる位がよいのです。一食の全体量を控

えめにすると、間もなくその量で満腹感を覚え

るようになります。胃が少し小さくなるのです。

そうなればその食事量で満腹感が得られます。

体重は増えることはありません。現在のような

豊富な食品の時代では、控えめの食事が健

康の維持・増進に不可欠と思います。長寿に

もつながります。一方、過食を続けると胃は拡

張し、相当食べても満腹感を覚えず、消化器

の負担が重くなります。これは生活習慣病に

つながります。もっとも、食事量は労働条件な

どで変わりますので、個々に考え調整すること

になります。身体活動別、年齢・性別の各栄

養素の基準摂取量も調査、研究されて表にな

っているので参考にしてください。 地域、職

域別に栄養素の平均必要量や、推奨量、目

安量、耐容上限量、目標量が決められている

ので、関心のある方は目を通して下さい。 

Ｑ：  いろいろな研究から、適切な栄養摂取量が

決められているのですね。控えめの食事が長

寿につながるのは確かですか。 

Ａ：  昔から議論されていましたが、世界中のいく

つかの動物実験で証明されています。これは

制限なしに食餌を与えた動物群と、控えめ目

に制限した食餌を与えた動物群では、制限し

た群の生存期間が倍くらい延長したのです。

世界中の実験がほぼ同じ結果を得ています。

人でも、百寿という長命の方々の食生活調査

でも、腹八分目の人が多いのです。 

Ｑ：  容易ではなさそうですが、少食を心がけねば

なりませんね。さて、食事は一日 3回が普通で

すが、2回がよいという人もありますが。 

Ａ：  生活条件や体調でも違いますが、2食でも体

調がよい場合はそれで結構と思います。現代

社会は 3 食というリズムですが、2 食でもリズム

が保てるわけです。わが国でも仕事時間が少

なかった大昔は 2 食でした。もっとも食物の生

産も少なかったのでしょう。産業が発達し、仕

事量も食物生産量も増加して、一日 3 食が必

要になったようです。現在、労働条件によって

4 食の人もありますが、胃腸にかなり負担がか

かりますので、3 食にもどる生活が無難のよう

に思います。消化器も休まさねばなりませんの

で。 

   また、3 食の食事時間はできるだけ規則正

しく保つことで、体のリズムを崩さないことも重

視しています。また空腹にならねば食べないと
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いう健康法もあります。空腹時は消化吸収がよ

いのです。生活のリズムもあり、それも考えてく

ださい。 

 

 

食材の選び方 

Ｑ：  さて食事を作るには食材を選ぶわけですが、

選び方についてはいかがですか。 

Ａ：  皆様がよくご存知のことです。特にといわれ

れば、新しい食材を適当量購入し、早く食べ

ることです。多く買いすぎても保存は容易では

なく、長く放置すれば質が低下します。多種類

食べることになると、残り物も多くなる傾向があ

ります。残れば質が低下しますし、賞味期限が

切れれば問題も起きます。特に魚介類は保存

が難しいですね。それで、購入時はよく考えて

必要量を購入するようつとめねばなりません。 

面倒でも一両日中に食べる量を購入すること

です。肉類は多少冷蔵庫で保存ができますが。

なおパックされて、賞味期間がわからないもの

は、早く食べることになります。買いすぎたとき

は十分保存法を工夫してください。残れば惜

しまずに捨てることです。 

Ｑ：  野菜に就いて何かアドバイスはありません

か。 

Ａ：  野菜学の大家、大久保増太郎先生は 野菜

の品質は、「氏、育ち、頃合い、たて」できまる。

氏は品種、育ちは土壌、肥料、栽培法、頃合

いは食べごろ、つまり収穫時期、たては取り立

て、もぎたて、堀りたて、の「たて」で、新しいと

いうことです。これが鮮度の高い野菜を見分け

るこつであるとあり、感心しました。 

Ｑ：  「氏、育ち、頃合い、たて」は覚えておかねば

なりませんね。 

Ａ：  もっともスーパーマーケットなどで判断するの

は難しいですね。品数は多くあり、産地は近い

ところだけでなく、日本国中から届いており、

外国産も予想以上に多いですね。「頃合い」

で出荷されるので、それを信ずるほかはない

ですが、早く食べることが必要です。市場では

いつも水などかけて新しく見せていることも忘

れないことです。安売りは新鮮ではないことを

示しています。「たて」は現地で買わねば不可

能のようです。市場で見ていると、キャベツや

にんじんなどは手で計って重そうなものを選ん

だり、また形や色艶や包装の仕方で選んでい

ます。市販のものでも選んで買う心がけが大

事と思います。また大久保先生は野菜の安全

性、栄養性、嗜好性、生体調節機能を考えな

さいといわれます。安全性は農薬、微生物感

染などの問題であり、栄養性は成分と新鮮度、

調理法、保存の仕方など、嗜好性は味、香り

のほか、肉質、外観（色、形)も関係します。生

体調節機能は勉強せねばなりませんが、抗変

異原性、抗潰瘍性、血圧調整などを考えよと

いっておられます。なお、サプリメントではこう

いう面の宣伝は大きいわけです。 

Ｑ：  野菜などは纏め買いすることが多いのです

が、注意することは何でしょうか。 

Ａ：  やはり保存ですね。野菜は生きており、それ

ぞれに温度に敏感です。低温ではダメなのも

あり、室温でよいものもあり、冷蔵庫に入れれ

ばよいというわけではありません。野菜の特性

を知っていなければなりません。例えばアスパ

ラガスは横に寝させたらどんどん質が低下す

るので、立てて保存せねばなりません。スーパ

ーで横に寝せてあるのを見ました。サツマイモ

は低温度に弱いので冷蔵庫はダメですし、キ

ャベツは 0度、かぼちゃは 10度、なす、ピーマ

ン、トマトは 10 度以上がよいのです。ネギなど

の青い部分は直ぐ切り取って冷蔵するとか、

ブロッコリーは 3 分くらい煮立てて冷蔵保存す

るとか、いろいろ工夫されています。 

Ｑ：  いろいろ考えられていますね。野菜は早く調
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理して食べますが、小人数家族では傷んだも

のを捨てることになります。少し心が痛みます

が。魚介類でも同様ですね。 

Ａ：  魚介類も産地、捕獲時期、処理法 輸送法

で質は変わります。しかも産地は外国が多くな

りましたね。新しいかどうかは、刺身用、煮・焼

魚用などで判断するより仕方がありません。形、

色つや、硬さ、などもありますが、なかなか判

断は難しいですね。 

Ｑ：  値段だけが質を考える基準になるような気が

しますが。 

Ａ：  それも 1 つの基準ですね。信用のおける店

を選ぶのも 1つの方法です。購入してからは、

栄養価、脂肪の量も考えて調理されることで

す。 

Ｑ：  食品の鮮度の判断は難しいですね。理解し

た範囲で購入し、早く調理することですね。保

存温度はもっと知る必要があります。肉類はど

うですか。 

Ａ：  「パック」されたものは解体の時期はわかりま

せんので、やはり早く食べることでしょうか。目

前で切り分けられたものは、少しは保存しても

よいようです。ひき肉などはその日のうちに調

理したほうがよいかもしれません。 どの市販

食品も安全性は確保されていると信じていま

すが、安価すぎるものはその日のうちの調理し

たほうがよいと思います。 

 

野菜の抗変異原性 

Ｑ：  野菜が動脈硬化やがんなど生活習慣病予

防に有効ということを聞きますが。 

Ａ：  野菜はビタミン類が多く含まれ、食物繊維も

多く、植物性たんぱく質も含まれ、きわめてす

ぐれた食品です。それ以外、野菜の抗変異原

性が注目されるようになりました。抗変異原性

とは、体の細胞や組織を傷害する因子、変異

原性のある物質を抑制する機能です。例えば

がんでは、タバコの成分など変異原性のある

物質が細胞を傷害しそれが原因となって発が

んに至ります。動脈硬化や多くの病気も変異

原性物質と関連しています。それを中和(打ち

消す)する因子が抗変異原性物質で、これが

野菜、特に緑黄色野菜に多いのです。特に野

菜を煮ると抗変異原性が強くなるので、温野

菜の摂取が勧められているのです。 

  また、抗潰瘍性物質も野菜に含まれ、消化

器粘膜にできる潰瘍を予防する因子です。キ

ャベツの中に発見されたビタミンＵはその 1 つ

です。 

Ｑ：  野菜は大変な健康の助っ人ですね。食品も

一つ一つ考えながら選ぶことになりますので、

買い物に楽しみが増えました。 

 

調理、味付け 

Ｑ：  さて調理に就いては何かアドバイスはありま

すか。 

Ａ：  専門家が非常にたくさんの本を出版しておら

れ、ＴＶでも毎日料理の時間がありますので、

それを参考にしていただきたいと思います。付

け加えることは、調理を始める前によく考え材

料をそろえ、手順を決め、短時間に調理を終

えることです。多くの献立を一時に仕上げるの

で段取りが大事です。ＴＶのようにすべての道

具が備わっているわけでありませんので。 鍋

やフライパンなどは焦げ付かないもの、大中

小と 3 種くらいはあったほうが便利です。調理

の場所をいつも整理しておくことも大事です

ね。 

Ｑ：  味付けはそれぞれに違いますが。 

Ａ：  多少濃くても若い年齢層では問題が少ない

のですが、中高年ではやはり少し薄味を心が

けることです。いろいろな病気と関係しますの

で。薄味にはすぐ慣れますし、慣れれば濃い

味を避けるようになります。調理された食事の

評価は「おいしい」かどうかですが、おいしけ

れば栄養価が高いと考えて下さい。そして料

理人をほめてください。味付けは料理人の舌

で決まりますので。 なお、少数ですが、先天

的に味のわからない人があります。わかれば、

失礼でもその人に「よい味」とは何かをくりかえ
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し実際に教えてあげて下さい。一生の問題で

すので。主婦であれば一家中幸になります。

おいしいものを食べている人は健康ということ

を繰り返します。 

Ｑ：  調理係の責任は重いのですね。よい味を覚

えるには、料理店などでおいしいものを食べ

て覚えるのも 1つの方法ですね。 

Ａ：  それは一番の勉強法です。費用はかかりま

すが、一家の健康と関係しますので、必要と

思います。必要経費かもしれませんね。 

 

食べ物の好き嫌い 

Ｑ：  食べ物の好き嫌いはどう克服したらよいです

か。 

Ａ：  難しい問題ですが、栄養的によい食品がき

らいであれば、その理由を分析して、時間をか

けて直したいものですね。そうした食品の偏食

は病気にかかりやすくなるからです。若い時代

から嫌いなものは決まっていますが、これは子

供時代にもうできていることが多いのです。そ

れは母親の好みに大きく影響されるようです。 

親が嫌いなものは作りませんので、子は食べ

ず嫌いになります。また好きなものは体が要求

することが多いので、食べることは必要です。

そればかりではいけませんが。例えば胃が弱

く、刺激の強い食品をさけている人は、胃に抵

抗の少ない食品を選びます。そうした人でもマ

ンゴーとかパパイヤなど消化酵素の多い果物

は初めてでもすんなり受け入れられるのです。

その他の理由で好みの食品が出て来ることが

あります。偏食しなければそれは良いと思いま

す。トマトやニンジン嫌いも子供に多いのです

が、工夫で改善できます。ぬめぬめした食品

嫌いも多いのですが、こうした食品には重要な

栄養素があるので、食べやすい調理法で食べ

るよう努力することです。 

 

食器 

Ｑ：  食事は内容だけではなく、食器も問題です

ね。適切な食器で、うまく盛り付けるものも大事

ですね。 

Ａ：  食器は非常に重要です。料理店ではどうす

ればお客に受けるか必死です。高価な食器を

使い宣伝する店もあります。ただ、食器に関心

を持つお客が少ないのは残念です。食事と食

器は同時に楽しむものです。レストランでは食

器に食材絵の具で飾りえをかき、目でも楽しめ

るよう工夫していますね。これも健康によいと

思います。家庭でも日々食器を替えて楽しん

ではいかがですか。そうすると盛り付けもうまく

なります。 

 

 

 

 

楽しい食事 

Ｑ：  食生活指針の第１に食事を楽しみましょうと

ありましたね。楽しい食事は大事ですね。 

Ａ：  楽しく食べれば消化・吸収もよいのです。そ

れには雰囲気が大事ですね。大勢集まって会

食するとき、世話人は雰囲気作りに苦労する

わけです。家族でも食事時には何かと楽しい

話題を出して、語り合うことです。出来上がっ

た料理の長所をとりあげてほめることもいいこ

とです。 

Ｑ：  主婦は作り甲斐があり、疲れが取れますね。

栄養価の話もそれとなく出れば、子どもらには

よい教育になります。 

Ａ:  食品の栄養価、食品の特性などについては

あまりにも関心を持たない人が多いのです。

健康に非常に重要ですので、何とはなしに話

題にすることが大事です。子どもばかりでなく、

老人にも教育が必要です。あまり考えずに生
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きてきた時代でしたので。また新しく知ることは

老化の予防にもなります。 

Ｑ：  それにしても家族全体の理解と協力がいりま

すね。 

Ａ：  慣れれば努力はいりません。習慣にすること

です。 

 

 

食生活の自己評価 

Ｑ：  最後に、自分の食生活がよいかどうかはどう

判断するのですか。 

Ａ：  手っ取り早くいいますと、大人は体重が変わ

らない、子どもは成長状態がよいことです。客

観的な基準としては国民健康づくり運動で基

準を決めています。第一はやはり体重で適正

体重を維持することとあります。日本人の性・

年齢別、身長別の体重分布がありますが、そ

の中で肥満でもない、やせてもいないグルー

プを適正体重といいます。この幅は広いので

す。食事の内容は主食、主菜、副菜のバラン

スがとれ、一日 2 食は食べる(欠食しない)、そ

して野菜や果物を摂ることを上げています。 

注目すべきは食事を独りで食べる小学生の数

を減らすことを指標にしています。現代の世相

を反映していると共に、家族で食事をすること

の大切さがわかります。 

Ｑ：  食生活は単純ではないのですね。高齢者で

はいかがですか。 

Ａ：  体重のほか、血液検査などでときどき調べて、

以前と比べ変化があるかどうかを見つけること

です。変わらねばよいのですね。老人は自覚

症状が非常に少ないので、重病でも自分自身

が気づかず、家族はなおわからないからで

す。 

Ｑ：  高齢者は微妙な変化に注意しなければなり

ませんね。さて、地域や職域としてはどんな指

標がありますか。 

Ａ：  そのほかの重要な事項として、食品企業や

飲食店が食塩や脂肪を減らす取り組みとか、

管理栄養士・栄養士を配置している給食施設

の数なども指標になっています。外食が増え

ましたので、食品産業の協力は非常に大きな

影響があります。 

Ｑ：  外食する頻度が高まりましたので、味付けは

重要ですね。味の濃い店が好まれる傾向にあ

ると聞きましたが、レストランなどで、塩分濃度、

味付けを考えてくだされば、よい健康対策に

なりますね。 
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① はじめに 

栄養という用語は比較的に新しい造語である。

江戸末期にオランダからnutrition(nurseと同じ

語源)という概念が輸入され、これが営養と訳さ

れた。養はやしない育てるという意味で、家畜、

羊の群れをいかに養い育てるかも意味したよう

である。羊は神に捧げる動物であり、食は食べ

物の器を屋根で囲った語である。羊は古代から

人の家畜であったが、養には「羊を食べて栄養

を取る」という意味は全くない。 

養育のうち食事の占める割合は大きく、古くから

食養、食養生、食教という用語が使われている。

食養とは健康と食をふくめた用語であり、西欧の

栄養素に分解した食事・栄養の学である

nutritionとは内容はかなり異なる。 

さて昔の用語「営養」の営は兵舎などの建物

を作り上げることで、しっかりした構造のもの

につくりあげることを意味する。これは悪くな

い訳話であるが、大正時代、栄養を科学的に研

究していた佐伯矩博士が、営より「栄」のほう

がよいと変更してしまった。栄の原義は木に花

が咲く、盛んになる(燃えやすい木)という意味

であり、すこし飛んだ感がないわけではない。

しかし広く世に受け入れられて今日に及んで

いる。食養という言葉は、食事で健康に育て上

げよう、健康を守ろうという意味で使われ、慶

応大学につくられた食物と治療食に関する研

究所は、大森憲太博士により食養研究所と名づ

けられている。 

さて、食養という用語が何時から使われたかは、定か

でないが食養生は生存に必須の食事のことであり、料理、

調理に就いての多くの記録が残されている。 

人間が地球上で集団生活を始めたのは1万年

くらい昔らしい。人の消化器の形態・機能から

見ると、主に植物、木の実、果実を食べ、とき

に肉食をしたと考えられている。少なくとも5千

年の歴史がある中国では、神話の神農様は百草

を食べ、なめ、何度もひどい中毒を経験しなが

ら、人々に食べられる植物と毒草を鑑別して教

えたといわれる。同時に非常に多くの先人が食

中毒で苦しみ、死亡した記録もある。詩人の佐

藤春夫はわが国の発掘調査で、海岸の洞窟で折

り重なるようにして死亡していた古代人家族を

見て、これは貝などの集団中毒ではなかろうか

と感想を述べている。慧眼に敬意を払いたい。 

食事に対する注意はすでに孔子(起源前500年)が

20か条に及ぶ注意、食教を述べている。そのうち食

物、マナーに関することをまとめると以下のようで

ある。 

1. 君子はご馳走をたらふく食べてはならな

い。 

2. 粗食を恥じるな。 

3. 飯はいくら白くてもよい。膾はいくら細かくて

もよい。 

4. すえて味が変った飯、腐った魚・肉、季節

外れのものは食べない。 

5. 煮方の良くないもの、きり方の正しくないも

のは食べない。 

6. 食べ物は適当な醤(つけ汁)が必要である。 

7. 肉の量は飯の量より少なく食べる。 

8. 酒は乱れるまで飲むな。 

9. 買った酒や売り物の干し肉はたべない。 

10. 頂き物の肉はその日のうちに食べる。自家

製でも3日は越さない。 

11. 食べるときは話をしない。 

12. 食べる前には敬虔になれ。潔斎には別に食事を

つくる。 

13. 喪中の人の前ではあまり食べない。 

14. 礼儀のないところでは食べない。 

    などである。 

昔と現在では生活様式が異なるが、現在から見

ても妥当な教えと感心したわけである。その後

も長い間、ほとんどの人は食糧不足に苦しみ、

飢餓の脅威に恐れおののいていた。飽食とは縁

遠く、その日の食物の確保がやっとで、食事は

薬ともいわれていた。 

 

萩原弘道:日本栄養学史 国民栄養協会 1960 

渡邊昌 栄養学原論 2009 

工仁湖著、鈴木博訳:中国飲食文化 青土社 2001 
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② 食養の歴史 

古代の日本の庶民は、慢性の飢餓の状態が続い

たといわれる。摂取された食品群とか、摂取方法

の記載や研究はあっても、食養という観点からの

文献は乏しく、奈良時代以降になり、やっと中国

由来と思われる記述がある。 

人口は食糧供給に依存している。人口につい

ては遺跡の数や分布から、地域ごとに推定した

研究がある。山内清男や小山修三らは縄文早期

から後期にかけ、遺跡規模と人口を推定、集落

数から居住人口を推定している。それでみると、

縄文前期の人口は初めは少数だったが漸次増

加を続け、縄文中期には26万人に達した。しか

し、以降は減少している。縄文晩期(紀元前2000

年から500年)は地球の気温が低下し、食糧が激

減したためという。地域別では東日本の人口は

25万から6.5万まで減少し、西日本は逆に弥生

人人口が急増してきている。 

古代入は、昆虫、鳥の卵、小型爬行動物、果

実、木の実、植物などを食べていたらしい。大

臼歯や小腸、大腸の形態を見ると、肉食よりも

穀物、菜食を中心とした生活をしていたらしい。 

最近、宮城県里浜貝塚の縄文人のクソ石(大便

のかたまったもの)の分析から、イノシシ、シカ、

タヌキ、キジ、マガモ、モズ、ツグミ、ニホン

ザル、イヌ、クジラ、イルカ、その他鳥類、魚

類、トチ、ブナ、キビなどの脂肪酸が検出され、

極めて多種類の食品をとっていたことが分か

った。現代入に比ベカロリーは同じで、ビタミ

ンA、ビタミンB1、B2、カルシウム摂取はより

多いが、ビタミンCは少なかった。山形県押出

遺跡からはケーキを食べた痕跡が発見された。

それを見ると、クルミの粉にイノシシやシカの

肉や血、骨髄、野鳥の卵をつなぎに酵母を加え、

約250度で焼き上げたケーキだったらしい。縄

文人は体格が大きかったが、これは動物性蛋白

の摂取が多いことを意味しており、一方弥生人

は稲作を中心にした生活様式で、コメのほかア

ワ、アズキ、ヒョウタン、ゴボウ、シソ、ミゾ

ハコベラなどを食べており、体は小さかった。 

紀元２世紀ころから寒冷時代に入り、住民は

凶作に苦しんだらしい。４世紀には気象は回復

しており、奈良時代(7世紀)の人口は約500万と

推定されるので、かなり急速に増加した。これ

だけ人口があれば、国としての形態を整えるこ

とが出来たのであろう。中国を除く東アジアで

は、日本はもっとも大きな人口を持つ地域であ

った。 

さて、日本の食生活の歴史を渡部 実(日本食

生活史、昭和39年、吉川弘文堂)は 

1. 自然物雑食時代 (紀元前後まで ) 

2. 主食・副食時代(7世紀、奈良時代) 

3. 唐風食模倣時代(8～12世紀 平安時代ま

で) 

4. 和食発達時代(13～16世紀) 

5. 和食完成時代(18世紀まで) 

6. 和洋食混同時代(19世紀以降) 

にわけている。 

稲作の導入で米飯(主食)の時代となり、食糧の

確保が安定してきた。ただ貴族社会で貧富の差が

激しく、下層の農奴は厳しい生活に苦しんで、特

に食料は乏しかった。こうした政治制度は平安時

代まで続いた。 

鎌倉時代に入り、貴族の地位が低下し、武士階級

が登場して政権を奪い、庶民の地位が向上し、奴

婢階層は漸次消滅してゆく。鎌倉時代には武士、

庶民の間に和風の食生活が登場し、外国からも食

品や料理法が導入され、我が国独特の食文化が発

達し始める。江戸時代に入り、和風の食生活が完

成、食事回数も一日3回となった。約600年かかっ

て日本の食養文化が出来上がった。 

貴族社会での食文化はかなり発達していた。加

工食品も多く開発され、豆腐、味噌、干物、漬物、

それに調味料、薬味も作られ、牛乳やチーズ、バ

ターもあった。料理法も多彩で、食器も多種類使

われた。 

食養について中国の考えが貴族や僧侶の世界

に入り込み、健康法、病気の治療や予防、寿命

延長を目的に利用された。 
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③ 古代欧州での食養学説 

東洋での食養が総括的で、中庸を旨とした原理で貫か

れているのに対し、オリエント、ギリシャでは早くから

分析的でした。 

メソポタミアでは、天文学の原理と同じく、人の健康

や病の機序も星辰の運行に従うと考えた。血液には生命

が宿り、血液は食物から入った物質が肝臓で作られ、動

脈血は昼間の血、静脈血は夜の血とし、病は鬼紳、虫(寄

生虫など)等、外部からくるという。 

エジプトでは、宇宙は4元素(土、水、熱、風)から成

り、人体の固形部分は土、血液は水、体温は熱、呼吸

は風である。呼吸する息の中にプネウマ(精気)がある。

病気は鬼神、虫により起こり、死は一種の眠りである。

屍体をミイラにするのは永遠の安息をうるためとし

た。 

ギリシャでは万物の原因は水とし、土も空気も水か

らできると考えた。ピタゴラスは、規則正しい機序で

運行する宇宙のように、人の正しい生活は食養法と

体の鍛錬(運動)にある。病は、火、風、土、水の４

要素と寒、熱、乾、湿の４性の混合割合が不調和になる

とおこるという。クラソメネのアナクサゴラス

(500-428BC)は食物が体の諸臓器、器管をつくるが、食

物にはすでに諸器管の小部分があり、それを食べると説

いた。シリアのエンペドクレスは、万物は土、水、火、

空気からなり、４要素の混合と分離との原動力は、愛と

憎しみであると唱えた。アスクレピオスの神殿には病人

が集まり、そこに医学校ができ、医学教育がおこなわれ

た。ここで学んだヒポクラテスは各地の病を観察し、文

献を集め、医学を論じたが、字宙の構成は火、水、土、

空気の４元素とし、人では血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁

が４要素で、これらはすべて食物に由来し、４液の調和

で健康が保たれる。左心室・動脈にプネウマがあり、そ

れで熱が保たれる。人は生来免疫力(自然力、Physis)が

備わっており、治療はこの自然力を助けることである。

健康には生活規則、とくに食生活を重視し、必要な食物

の量は、体格、消費エネルギー、及び四季に関連して決

まる。太っている人は胃を空にして激しい運動をし、そ

の後、薄めて冷やしたワインを少しのみ、まだ息が切れ

ているうちに食事をとれば、少量で済み、やせる。４要

素のうち、水を最も重要と考え、硬水は健康によくない、

結石もできる。高地、丘陵地から湧く水で深い水源のも

のは冬に暖かく、夏に冷たいので体によい。太陽の昇る

方向に向って流れる水はさらによい。ただ健康者はどん

な水でもよいが、腸が悪く熱がある場合は、もっと甘く、

軽いすんだ水が良い。食物は体質に合わせ、生もので、

きつい作用がある食物は害となるので避けよ。生肉、生

小麦は体によくなく、調理した肉やパン、葡萄酒はよい。

パンも手をかけてつくる。いい加減に作られたものはよ

くない。消化できることが大事で、消化すれば滋養が取

れ、成長もする。体調によっては穀物も粥にすると良い。

摂取食物は自然が多く含まれ、十分な薬味があれば少量

で満腹になる。食事は1日1回でよいが2回に分けて

もよい。食物は少ないほうが健康によく、食塩の欠

乏は体調を崩す。その他、酸、苦味、辛い、甘みの

バランスが必要である。病人は抵抗力が弱く、食生

活は特に注意が必要である。 

養生を教えるのは医術であるが、勉強しない医師は間

違いを犯すことがよくある。 

アテネでもこの説が受け継がれた。アリストテレスは
生物学の祖と言われ、人の生理学にすぐれていた。彼は
体内に入った熱(体温)とプネウマは心臓から血液の助けを
かりて各臓器に運搬される。栄養が体内で利用されるのは
体温による煮沸で、体液は中間産物である。煮沸前に
プネウマができ、血液は最終産物と考えた。 

ローマではケルススが紀元1世紀に栄養について多

くの記述があり、食物を強と弱に区別、病気の治療

に食物を利用した。食物は小麦パン、肉、魚、野菜、
果物の順に強いとし、肉でも若い肉より年をとった

ものが強く、飼育法や調理法でも異なる。キャベツ

は万能薬である。プネウマ(精気)は宇宙の息から誘導

されて作られ、空気の形で人体に入り、脳では運動

や感覚に点火し、心臓では生命と関係するプネウマ

となり血液を熱し、肝臓では栄養、消化、成長を推
し進めるという。消化とは食物を身体構成物に変え

るが、これは調理に似た過程をとる。血液は肝臓で

作られ、動脈と静脈へ送られる。強脈血は吸気のプ

ネウマから生ずる生命のプネウマにより、左心室で

鮮紅色の動脈血となる。すべての物体は4元素、4性

質の組み合わせであり、人では多血質、粘液質、胆
汁質、黒胆汁質の組み合わせからなる。同じ性質を

持つ同じ元素は、すべての食物と関連している。病

は自然力を助けて治すのが基礎で、食餌療法が中心

である。よい体液を作る食物、消化のよい(悪い)食物、

便通、去痰、腸内ガスや排便によい食物などを教え

ている。  
 

参考:ヒポクラテス:古い医術について 小川政恭訳 岩波
書店 1963 

島薗順雄 栄養学史 朝倉書店 昭和53年 

Gratzer W, Terrors of Table: The Curious History of 

Nutrition.  水上茂樹訳: 栄養学の歴史 講談社サイエン
テイフイク 2008 他 
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④ 人口の増加と平均寿命 

食養といっても、食べ物の少なかった時代には選

択の余地が少なく、与えられた食物の利用をせざる

を得ず、不足成分も多く寿命は短かった。現在の世

界人口は60億人を超したが、紀元前400年ごろは約1

億人、紀元600年は約2億人と推定され、2倍になる

のに1000年かかっている。その2倍の4億人は1500

年ごろで、この間は約900年である。大多数は乳幼

児期で死亡し、成人の余命も短かった。それでも人

口は少しずつ増加した。14世紀頃から世界人口は急

激に増加し始め、250年後(1750)には8億人、150年

後の1900年には16億になった。7世紀から食物生産

が増加しはじめ、14世紀からさらに増産と保存技術

がすすみ、生活改善がなされたことを示している。 

日本の人口は縄文後期で16万人、弥生時代は60

万、奈良時代(750年前後)には560万と推定され、中

国を除くと東アジアで最大であった。その後平安時

代までは人口は横ばいで、保元・平治の乱の頃は約

700万人と言われている。鎌倉後期から室町時代は

人口がかなり増加し、戦国時代には人口増と社会資

源の急増があり、資源をめぐって全国的に戦争が続

いた。1600年(関が原合戦)頃の人口は1200万人と推

定されている。徳川時代は平和期であり、産業も振

興し人口も急増した。1721年(享保17年)、幕府が初

めて人口調査をし、推定3,100万といっている。予

想以上の人口増加である。 

中国はどうであったか。三国志で英雄、豪傑が活

躍した時代の人口は5000万から6000万人と推定さ

れているが、雲霞のような軍勢の戦いは講談本からの想

像だったのであろうか。その後唐、宋などを経てモンゴ

ルの元が中国を統一、広大な世界国家を作るが、や

がて元が滅びて明朝が成立、さらに清にかわった。

清朝初期の1600年頃の人口は約1億4000万で日本

の10倍あった。しかも清朝末期には4億まで増加し

たので、清朝時代の社会経済の発展は相当に大き

く、強大な国であったわけである。 

インドの人口は1200年頃、約6000万、1500年
には1.7億で、300年間に約3倍、1700年には2.9

億人と中国より多かった。その頃ムガール王朝の
社会経済の発達、文化の繁栄は日本にはほとんど
知られていない。 

平均寿命がどのように延長したかの推定は難
しいが、米国で人間の骨、墓石に刻まれた生存年、
法律書、現代の国勢調査などからいくつかの推定
値が示されている。それによると、数万年前のネ
アンデルタール人は33歳、中石器時代31歳、銅
器時代のトルコでは36歳、ギリシャローマ時代36

歳、中世英国で49歳、17世紀(プレスラウ)51歳、18

世紀(フィラデルフィア)45歳、1900年米国で60歳、
1960年米国で70歳と推定されている。ドイツでは、
1710年代の平均寿命は35歳前後、5歳以下の死亡率
は20%前後と推定され、1900年頃から乳児死亡が減
少し始め、平均余命が伸びたという。(Imhof. A) 

日本での平均寿命は、1600年頃は30歳に満たなか

った。江戸時代では、地域差はあるが30から40歳と

いう推計値が多い。乳児死亡率は高かったが、6歳で

の平均余命は男女とも約45歳で、江戸時代は大きな

変動はなかったようである。もっとも、明治以降、

平均寿命は一旦低下、男は35歳前後であり、1900年

になりようやく増加し始め、男女とも40歳を越すの

は大正4年(1915年)である。 

欧米各国では大航海時代に入り、南米からのジャガ

イモ、トウモロコシが輸入された。栽培が容易で収穫

量も多く、栄養源としても優れており、その普及が人

口増に大きく貢献したといわれる。中国もその恩恵を

受けている。日本では16世紀にジャガイモが移植され、

18世紀にはサツマイモが救荒食物として栽培が奨励さ

れた。しかし江戸幕府の人口政策があり、人口増加が

目立ち始めたのは19世紀にはいってからである。 

欧州では産業革命により大きなエネルギーが確保

され、工業の振興と、畜産・農業の発達が急激で、人

口は着実に増加し、生活様式の改善、医学、医療の発

達と共に栄養学が発達することになり、これは大きな

革新であった。 

中国では漢時代以降、医学面で人体解剖を基礎と

する科学的な研究が忌避され、食文化は栄えたが、

それを検証する分析的学問の進歩は非常に遅れた。

わが国もそれに準じ、栄養学は西洋医学の輸入を待

たねばならなかつた。  
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⑤ 三大栄養素の発見 

客観的な方法で食事や栄養の研究を進めたのは欧州

の学者たちであった。数次にわたる十宇軍の派遣は、副

産物としてオリエントの風俗習慣が欧州に伝わり、また

サラセンの先進的な科学がラテン語に翻訳され、欧州に

紹介され、医学のなかで栄養や食物の成分に関する研究

も伝えられた。 

ルネッサンス期に入り、欧州では、生活水準が向上、

学術研究が身分や能力の指標として尊重され、栄養の研

究も重要視されてきた。研究成果を公表し、議論し、さ

らに知見を積み上げる科学的な方式は、従来の秘伝、秘

密主義に比べ、格段に早く大きな発展につながった。栄

養面に就いてその主な歩みを辿ってみたい。 

化学が発達し水や空気の圧力の研究や食べ物は体内で

発酵して栄養が供給されるという学説が現れた。1611

年にはイタリアのS.サントリオが体重を測定し、食べた

ものと、体重、排泄物の重量を記録、計算が合わなかっ

た分は「不感蒸散」と考えた。1628年には英国のW.ハ

ーヴェイが血液循環説を発表した。ライデンのH.ブール

ハーフェの栄養は生命と健康の鍵を握るとの考えは大

きな影響を与えた。食物の摂り方次第で健康が決まると

の考えである。18世紀に入ると、スイスのA.V.ハラーは

人体の生理を研究、人が活動で失う栄養は食べ物で補充

されると考え、また脂肪やグルテン(蛋白質)の役割を推

定した。1750年エデインバラのJ.ブラックは塩酸を石灰

石に作用させてでる二酸化炭素を「固定空気」と呼んだ。

フランスのA.Lラヴオアジエは生命のサイクルに就いて

考え、生命は発酵に始まり無機質へ帰ると推論、燃焼の

研究から酸素の元素(酸素)の役割を証明し、それまで固

く信じられていた「フロギストロン」燃焼説を否定した。

このロウソクの実験は有名である。呼吸に就いては、呼

気の酸素減少分は二酸化炭素になること、その時熱量が

体に供給されること、酸素消費量から体の基礎代謝を計

るため、熱量計を作り、運動、労働、発汗、消化なども

熱量として数量化した。人が摂取した食物の消化過程を

観察、唾液、胃液、膵液の作用により乳糜ができること、

肝臓の機能を推測するなど画期的な仕事を短期間に成

し遂げた。 

米国生まれのB.トンプソン(後のランフォード伯爵)は

英国陸軍の貧しい兵士のために、野菜などによる栄養価

の高いスープを安価に作り、体力、意欲を高め、また野

戦用携帯オープンや蒸気暖房を発明した。ミュンヘンに

赴任すると、農園と農業試験場を作り、食生活・栄養の

重要なことを実践で示した。バイエルンでは砲兵隊で大

砲を削る際の熱から、熱は運動に変えうること、熱素(カ

ロリー)は重さのない液体という熱理論の概念を出した。

ラボアジェ夫人が後に再婚したのもこのランフォード

伯爵の才能に魅せられたからという。彼は米国にかえり.

陸軍士官学校創設を提言、英国では科学研究を進めるた

め王立協会の基礎をつくるなど七面八臂の活動をした

が、欠点も多い人物であった。 

生命に蛋白質、脂肪、糖分の3要素が必要として、研究
を進めたのはF.マジャンデイである。ナポレオン時代、

パリが連合国に封鎖され食糧危機に陥った時に研究を

すすめ、人体には特に蚤白質が重要なことを指摘した。

19世紀にはいるとドイツの化学者のJ.V.リービッヒは生
化学で多くの業績を上げ、生体の炭素、水素、酸素、窒

素を正確に計測する方法を確立、オランダのG.Jムルダ

ーは食品を分析し、蛋白質は「最も重要なもの」、「第一

のもの」と判断し、名称としてプロテインとし、さらに、

その構成はC40H62N100O120Sl,2Plとまで分析した。

リービッヒは、脂肪は酸化によリエネルギーに変わるこ
と、牛肉は筋内運動に重要なことなどを指摘し、その摂

取量と排泄量の関連を測定値で示した。フランスの

J.BJ.D.ブサンゴーは動植物の窒素代謝を研究、豆類は

空中の窒素を固定できることを発見、フランスのME.

シュヴェールは脂肪酸がグルセロールとエステルを形

成していること、飽和、不飽和脂肪酸があること、また
M.ベルローは、脂肪酸が膵臓液で分解されることや胆汁

からコレステリン(コレストロール)を発見した。C.フォ

イトは人体のエネルギーの源として、窒素の代謝産物尿

素量を測定、摂取食物、労働の関連を計量し、M.ペッテ

ンコーフェルと協力して熱量計をつくり、体内で炭水化

物や脂肪が燃焼すると炭酸ガスと水が発生、体にエネル
ギーができることを確かめた。ルブネルは動物の体表面

積と代謝熱量が比例することを見つけ、必要エネルギー

の基準を作った。糖質、脂肪のエネルギーは等価であり、

1gの熱量を4.1Kcal(カロリー)と4.3Kcalとし、計量比較

が出来ることになった。なお蛋白質は熱を発生するので

これを特異的動的作用と呼んだ。米国のW.O.アト・ウオ
ーターは熱量計の研究から、糖質、脂肪、蛋白質の1gあ

たりの熱量を、それぞれ4Kcal、9Kcal、4Kcalとした。

現在まで用いられている単位である。ベーキングパウダ

ーが発明されて発酵パンが普及したことも栄養学上重

要である。 

食物摂取と消化吸収の研究では、胃液には胃酸やペプ

シン、膵液からタンパク分解酵素があることがわかり、

酵素を精製分離した。フランスのC.ベルナールは消化液

の研究から食物の蛋白が消化されて小さい断片になる

ことや、栄養学上さまざまな業績を残した。 

欧州では18世紀から19世紀にかけ、化学研究の推進に

より、食物、栄養研究で一大発展を遂げ、世界をリード

することになった。この時代に欧州へ留学した日本人は

栄養学も持ちかえったのである。 
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⑥ 壊血病 

明治時代の日本の食養を述べる前に、欧州で多発

した壊血病に就いて振り返りたい。 

長期航海する船の乗組員に壊血病が多発するこ

とはすでにギリンャ・ローマ時代からわかっており、

紫斑病という死の病が記載されている。欧州からイ

ンドヘの航海路を開いたバスゴダ・ガマの船は、船

員の半分は壊血病で死んだといわれる。しかし10年

もたたないうちに、インド西岸を南下したカブラル

船長は蜜柑類を食べさせて壊血病を治していた。ま

た、野生のパイナップルや新鮮な果物を食べれば、

壊血病は予防できるとスペインの薬剤師が記載し

ている。壊血病は食物だけが原因ではなく、不衛生

な航海船での長い生活が体調を狂わせると考える

人も多かった。一方、船長や船医たちは、船の空

気汚染や不潔、船員の運動不足、怠け癖にはほと

んど関心を払わなかった。黒胆汁説が長く原因と

信じられていたからである。 

壊血病予防は利益の確保のため必須であり、イン

ドヘ多数の貿易船を送り、巨大な利益を得ようとし

た東インド会社では、出発前にミカン類を大量に積

み込むようになったが、ミカン類はいたみやすく、補

給はままならなかった。有名なクック船長は何度も長

期航海に成功したが、各種の情報を集め、出発前に大

量の野菜、果物を積み、不足分は島々に立ち寄り補給

したという。 

ジェームス・リンド船長は、高名なオランダのブ

ールハーフェ教授や、評判の高いグランズ医師にも

医学を学んだのち船医となり、海軍にも8年従軍し

た。航海には壊血病が多発し、治療法はわからず、

処置に困惑した。1747年、彼はソールスベリイ号に

船医として乗船したが、まもなく80名もの壊血病患

者を抱えることとこなった。彼は乗船前考えていた

レモンなどによる治療効果を実験的に確かめよう

と思った。まず、重症な壊血病患者を6群にわけ、

同じ基本食を与えながら、壊血病に効くと書かれて

いた飲食物を別々に与え、効果を比較した。各群は

2例ずつで、第1群は毎日1リットルのリンゴ酒、第2

群は25滴の硫酸、第3群はスプーン2杯の食酢、第4

群は0.6リットルの海水、第5群はオレンジ2個とレモ

ン1個、第6群はナツメグ・ペーストを与えた。 

6日後に観察すると、オレンジ群は全員軽快、仕事

に戻った。リンゴ酒群はかなり軽快したが、残りの4

群は効果なく、病状は不変または悪化していた。つ

まり、かんきつ類、リンゴ酒が有効であった。この

実験は報告書として発刊されたが、巷間ではあまり信

用されなかったという。一方、船長や高級乗組貝に発

病者が少ないので、船内の不潔な空気、運動不足が主

原因と信ずる者も依然として多かった。1734年、すで

にライデンのバックストロームは新鮮な野菜不足が原

因との学説を出しており、リンドの実験結果を高く評

価した。その後リンドは、かんきつ類のジュースを沸

とう水浴に浸し、これを蒸発させてシロップにした飲

料をビンに誌め、「ロブ」として治療や予防に有効と勧

めた。もっとも、これではビタミンCがかなりに破壊

されるので効果は少なかった。船員の健康を重視した

英国海軍は、このころから大量にかんきつ類を船に積

み込んで出航したので、航海中の患者発生は相当に減

少していた。 

1783年若いトロッター医師はアフリカの奴隷売買
船に乗り込み、多数の壊血病患者に、未熟なグアバ
やライム(Lyme)ジュースをあたえ、奏効することを
論文として発刊、特に酸っぱい果物の成分が有効で
あるとしている。酸は酸素と関係すると考えられ、
反響を呼んだが、酸素とは関係がなかった。ラボア
ジエの命名した酸素が人々の判断を惑わせたのであ
る。 

英国海軍では1793年、壊血病が多発し、戦闘もでき

なかった。それでレモンジュースを採用したが、フラ

ンス、スペインはこの説を信ぜず、水兵の壌血病は減

少せず、後に英国海軍に大敗し、欧州の制海権を失う

ことになった。 

陸上でも壊血病は猛威を振るっていた。19世紀の
始、英国の刑務所で壊血病患者が多発し、また飢饉
の地域やスラムの乳幼児層で急増した。ナイチンゲ
ールが必死の努力をしたクリミヤ・スクタリの負傷
兵の高率な死亡も、壊血病状態の兵士が多く、コレ
ラや赤痢に抵抗力が弱かったのも一因である。
1848-9年、米国のゴールドラッシュ時にもかんきつ
類の輸送が困難で、多くが壊皿病死をした。1870年
のパリが包囲された時にも市内で壊血病が急増した。
20世紀に入り、第一次大戦時でも、捕虜ロシア軍や
輸送船の兵士が高率に壊血病にり患、1916年のアル
クート包囲戦でも、守備隊は壊血病で多数死亡した。
日本の脚気蔓延時代、世界中で壊血病の被害者がい
たわけである。そして食物成分、ビタミン不足が致
命的な病につながる悲劇は1930年代まで続いたの
である。 

新しい学説がでても、それが医師や指導者の常識に
なるまでにかなりの時間がかかることを忘れてはなら
ない。 
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⑦ 文明開化と食生活の変化 

わが国では19世紀(江戸後期)に入り、食品の種類
や調理法が増え、茶店などで売る食品・菓子類も
数多くなった。料理店も増え、庶民が外で食事を
する機会が増加している。もっとも国民の7割以上
をしめる農民は依然として貧しい食生活であった。
1850年代、特に黒船来航・開国以降、外人の食生
活が栄養に富み、体力があること、日本での外人
の食材、牛肉などの調達や料埋法がわかつて、味
も良いことから、西洋料理が注目された。やがて
日本人の口に合う料理法ができ、長く避けてきた
牛肉の摂取が増えた。 

1872年には肉食奨励で明治天皇が牛肉を召され

ており、東京に精養軒や三河屋が開業、仮名垣魯

文が西洋料理通を紹介している。1877年には東

京・横浜で1日牛104.5頭が屠殺され、牛肉販売店

は559軒あった。同年の全国の牛屠殺数は33,959

頭に及んでいる。牧場も増え、牛乳の生産、消費

が増えてきた。1882年には食肉取締り法(食品衛生

法)が出され、魚介類は1884年、築地魚市場で管理

運営されるようになった。西洋野菜や果物も多く

栽培、販売され、食品数が急増した。民間では学

問に先んじて、西洋の食材と調理法を取り込み、

強兵を目的とした陸軍では、1873年から兵食のあ

りかたを検討していた。 

明治20年代には女性向けの雑誌が増え、調理、
栄養の知識普及、肉を含めた多種類の献立が紹介
され、食生活改善運動が盛んになった。欧州の栄
養素や代謝の栄養科学は、来日外人や留学生によ
りすでに幕末に日本に紹介され、明治に入り留学
生が近代的理論を持ち帰っている。 

住民の食生活調査は、明治14年(1881)内務省が
人民常食種類調査を実施。兵食に就いては1883年
(明治15年)、蛋白質と無窒素物(澱粉など)の量から、
わが国の兵食は欧米の兵食に匹敵するとしている。
ただ魚肉が少ないので、代用に豆腐を勧めている。
1886年、森鴎外陸軍軍医は欧州の兵食を検討し、
大日本兵食論を発表。日本の兵食は改善を要する
が、米食は優れていることを強調。陸軍兵食の基
礎理論となった。海軍ではすでに米食と脚気の関
連を重視し、高木兼寛は1884年、麦食を提唱、脚
気が激減した。当時、東大大澤謙二生理学教授は
麦飯論に反対していた。1886年、囚人、陸軍士官
学校生徒、高等師範学校、攻玉社学生、二松学舎
学生、越後屋店員について少数ながら栄養素調査
と尿中成分の分析、比較検討がおこなわれ、囚人
の栄養素摂取は蛋白質が極めて少ないこと、士官

学校生徒でも栄養素は外国に比べ少ないこと、集
団差が大きいことを明らかにした。外国人教師シ
ョイベは日本人の食事は低蛋白、低脂肪であるが、
消化管での消化吸収がよく、予想以上に健康状態はよい
といい、米食の長所を指摘している。 

1887年、坪井次郎はドイツのフォイトの栄養調査
にならい、青年医師(１日)、学校事務員(10日間)、米
搗夫(3日間)、質屋(青年・10日間)、車夫(4日間)に就
いて毎日の摂取食品をすべて秤量し、栄養素量を算出、
同時に1日の尿を蓄尿、分析、労働量との関連も検討
している。1890年には織物会社工女6人の栄養調査が

なされ、その実態と、気候、地勢、寄宿舎の構造、生
活・就業時間、食費、脚気の発生、治療状況などが検
討された。明治40年には東京大学の隈川宗雄教授と陸
軍軍医稲葉良太郎が埼玉県の2村の農民7名に就いて
11日間の摂取食品の栄養分析、代謝試験と生活・労働
の関連を調べている。食品の質、栄養学に就いては明
治中期の衛生学の教科書にすでに学理と方法が詳細
に記述されている。例えば、ベルツの弟子であった愛
知医科大学教授川原汎は明治27年衛生学網目を出版、
その中には飲食物の消化試験、栄養物の成分と性状(動
物性と植物性)、食物貯蔵法嗜好品の有機物としての作

用(酒を含む)、食品、嗜好品の化学的、物理的検査、
さらに食物の汚染、毒性に就いて、108ページ(衛生学
書の1/6の量)にわたり記述している。しかし、全国的
に見れば、明治・大正時代を通して低栄養時代が続い
た。 

福沢諭吉は1893年、時事新報に「何にしようね」と
題し、和洋料理の献立を連載した。翌年、村井弦斎が
報知新聞の家庭婦人欄に「食道楽」の題で、食生活
の楽しみと重要性を連載、その豊富な知識とユーモ
アーを交えた解説は全国の有識者、特に婦人を魅了
したようである。その中に食育論も書かれてある。
食物の原則として①なるべく新鮮、②なるべく生、
③なるべく天然、④なるべく寿命の長いもの、⑤な
るべく組織が緻密なもの、⑥なるべく若きもの、⑦
なるべく場所の近いもの、⑧なるべく刺激の少ない
ものをあげている。この時期はわが国の第一のグル
メ時代となり、多くの料理書や食道楽の料理店があ
らわれ、幸田露伴も「珍饌会」を執筆している。一方、
脚気で多くの犠牲者が出ており、米食論に疑義が噴出、
栄養とは何かを問われる時代となった。そして、米国留
学から帰国した佐伯匡の公私にわたる活動がはじまる
のである。 
 
文献 
西東 明男:日本食生活史年表 楽遊書房  昭和58年 
渡邊 実: 日本食生活史   吉田弘文館 昭和39年 
豊川 裕之、金子 俊:日本の食文化 第一巻 明治編 

全国食糧振興会 昭和63年 
村井 弦斎:食道楽 上・下 岩波文庫 2005 
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附１：明治中期の食養生 軍医石塚左玄は食事で

病気を治す 

 

明治時代中期に、食事で病気をなおす医師・石

塚左玄が東京で開業、評判となり患者でにぎわっ

た。 

左玄は 1851年（嘉永 4年）福井藩の漢方医の長

男として出生、幼少時から俊才の誉れ高く、12 歳

で漢方医として世に知られた。さらに洋学の理化学、

動植物学、解剖学を学び、オランダ語を習得して

天文学にも通じ、福井藩医学校の教師として令名

をはせた。21 歳になり、名づけ親・橋本左内の弟、

橋本綱常、日赤病院初代院長、東校（後の東大）

外科教授、を頼って上京した。学才を認められ、翌

年には南校化学局で働きながら、新しい制度の医

師と薬剤師の免許を得た。その後陸軍軍医となり、

1896 年（明治 29 年）には陸軍少将、薬剤監となり

退役している。 

陸軍では兵士の体格の維持と改善が大問題で、

栄養、つまり兵食が重視されており、左玄は和洋の

実態を比較検討しながら研究を続けた。当時の一

般的な考えとして、欧州各国の兵士はすばらしい

体格をしており、それは肉食を中心とする食生活に

あると考えられ、わが国の壮丁（成人男子）の貧し

い体格は肉食を増やす食事改善が必要ということ

であった。一方わが国の現況からみて牛肉や豚肉

の生産量は極めて少なく、軍隊では米を主食とし

て副食を加える献立が組まれていた。 

石塚は明治 20 年ごろから食物に関する研究に

没頭し、1893 年に「化学的食物塩類論」を発表、

食品は Na塩や K塩の含量に多寡があり、Na塩が

少なくなるほど、K 塩が増加し、両者は逆相関する。

Na 塩の多い食品は漢方でいう陽性食品、K 塩の

多いものは陰性であり、両者のバランスのとれた食

事が健康に最適との学説を立てた。また自分の調

査から肉食中心の食事は日本人にはあわないと強

く批判した。その後出版した「化学的食養長寿論」

は日本人に適合した食養生論で、現実的であり大

評判となった。彼はさらにこれを一般向きに読みや

すい「通俗的食物養生法―食養休心法」として出

版し、広く読まれた。同時に定期刊行誌を出版して

国民の食養の啓蒙につとめた。1896 年陸軍退官

後は東京で開業、独自の体質、環境、習慣を組み

あわせた疾病体質を基に、患者の罹病傾向を診断

し、それに基づいて健康指導や治療を行い、その

効果が優れていたので、一般人だけでなく、多くの

著名人を魅了した。国会議員、貴族、軍人、財界

人、文筆家など有名人が石塚のファンとなり、彼の

健康啓蒙運動を支えた。 

左玄自身は慢性腎炎に悩み、その治療には食

事が非常に重要と気づき、いろいろな治療法を開

発したという。実際的であり、多くの疾患に就いても

新しい妥当な食事療法を考えた。前述したように、

欧州帰りの新進学者は欧州の栄養に就いての生

理学、生化学結果に心酔し、3 大栄養素とエネル

ギーをベースに食生活を考え、中でも肉食が重要

と説いていた。しかし実際的に検証したわけではな

い。ただ欧州の栄養学もまだ発達段階であり、ビタ

ミンもホルモンもわかっておらなかった。完全では

なかったのに殆ど気づかなかったのである。これが

後の脚気流行の主因になるのである。 

左玄は日本人の食料生産状態、その流通、労

働状態、経済的背景を総合的に考え、食生活の実

態と疾病頻度を考察し、日本には欧州と異なる独

自の方法が必要とし、自分の研究成果に基づいた

新設を展開した。1900 年から東京に開設した診療

所では、患者の状態から体質を分類、食事や生活

習慣の偏りを見つけ、その改善を指導した。 

「食よく人を養い、よく病を治す、食よく長大し、

食よく人を壮健にし、食よく人を多寿する」とは彼の

食生活のスローガンであった。彼は食習慣は親子

伝承することが多く、それが親子、兄弟に同じよう

な病を引き起こすと考え疾病家族集積は遺伝病で

はないことが多く、生活環境の影響とし、食伝という

用語を作り、偏った食生活を矯正することにつとめ

た。日ごろ口にしたのは少食の勧めであり、また、

良い気分（精神状態）で食事をすること、造物主に

感謝の祈りを持ちながら、正しい姿勢で食事を摂る。

日常運動も怠らず、また食事はフレッチャーのいう

ごとく、一口ごと良くかむことが必要と強調した。 

彼は、人(人類)は穀物動物である、つまり穀物中

心で生きる生物であり、肉食中心ではうまく生きら

れない。特にわが国は地理的食糧生産から見て肉

食中心ではやってゆけない。穀物、野菜、魚類な

どは風土に依存するもので、風土の産物を食べ、

風土と共に生きるのがよい。また食物は多種類の

食品を混ぜて食べれば無機成分のバランスもよく、

健康に良い。消化に良いように適切な食品を共に



６．食養物語 

54 

 

調理すると栄養素が多くなり、栄養効果が高くな

る。自然に生えた植物は皮などを含め、なるべくす

べてを食べよと唱えた。自然食論である。食物の化

学的分析を行い、穀物・野菜、魚肉などのＮａ，Ｋ

の含量から、バランスのとれた野菜の摂り方、つまり

バランスをとった食物摂取をすすめ、代表的な食

品に就いて具体的にその成分を示した。食物はお

いしく食べること、味と雰囲気が大事で、日ごろ適

当な労働をし、労働以外の運動もつづける必要で

ある。 

すでに長寿者は少食であることを知っており、過

食を戒めている。脚気に就いても、原因が究明さ

れていない時期に玄米食や米糠など有効な対策

を施している。具体的には、普段、主食は水田の

玄米を食べる。体調がわるいときは副食なしで、玄

米のみをよくかんで食べること、お粥でもよい。病

状により、ゴマ塩を加えるがその量は適量で過剰

ではない。副食は適宜選択してとる。原則として、

よくかみ、唾液をよくだすことをすすめ、こうした食

養をすれば体調が悪くても短期間でまず空腹感が

出て、次第に回復する。健康者は腹八分目の摂食

がよく、６分目であればさらに良いという。胃腸がそ

れほど強くない傾向の日本人に適した方法であっ

たようである。塩分は腎疾患や高血圧以外はそれ

ほど減らす必要はなく、少し多目でも良い。ただ食

後水分は摂らない。そして空腹でなければ食べず、

時間を置く。日ごろはじっとしていては体に良くな

いので、絶えず体を動かすよう努力する。基本的に

は労働以外に、全身的運動をすすめているが、そ

れは個人にあった方法、無理をせず、適当な時間

にせよと説いている。 

その他、わが国では温浴はきわめて重要であり、

発汗することは塩分を排出する面から重要で、体

調を整えるもととなる。風邪の予防・治療も重要で

あり、軽視してはいけないといっている。 

彼の食養生は漢方を基礎にし、欧風の考えもと

り入れた学説であり、当時は、非常に世に受け入

れられたようである。食生活は体力の維持、増進だ

けではなく、才智の発達にも密接に関連すると説

いている。こうした健康維持・増進には忍耐、寛容

などの心構えが必要で、精神心理の重要性も説い

ている。かれは食養生を 33 行の詩（道歌といって

いる）としてあらわし、これを覚えて日ごろ歌えば、

忘れず、実行も容易となるといっている。優れた指

導法である。 

 当時を考えると左玄の考えは、いたずらに欧米風

に流れず、むりなく実践できる現実的なものであっ

たので評価されたのであろう。彼の考えはわが国

ばかりでなく欧米でも評価されたとあるが、当然と

思われる。明治時代に、科学的研究にベースをお

きながら現実を注視して具体的、効率的食生活論

が生まれていたことは特筆されねばならない。 

 

参考文献 
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附２：佐伯 矩 近代栄養学を確立、実践科学を目

指す。 

 

近代生理学、医化学の技術を用い、食物成分、

代謝を実験的に研究し、栄養を科学的な学問に仕

上げ、さらに疫学的手法で食習慣と疾病との関連

を調べ、総合的な evidenceから実践的な方法を開

発したのは佐伯矩である。 

 佐伯は 1876年（明治 9年）愛媛県で医師の家系

に生まれ、松山中学、岡山の第三高等学校医学

部（現在の岡山大学）を卒業、京大で荒木寅三郎

教授の下で生化学を学び上京、内務省伝染病研

究所（北里柴三郎所長）で細菌学、毒物学、酵素

学を学んだ。そこで 1902 年（明治 37 年）大根のヂ

アスターゼを発見（植物からの酵素発見は世界最

初），また牡蠣からもグリコーゲンを発見、さらに脚

気患者の窒素代謝を研究していた。業績が認めら

れ、大学当局から米国エール大学のフェローに推

薦され、栄養学の大家チッテンデン教授（当時学

長）、メンデル教授のもとに留学した。成績抜群で

卒業時 PhD の学位を得、優等生であったので、シ

グマ・キサイ会（名誉学士会）会員に選ばれた。非

常な名誉であった。まもなく米国政府農商務省技

師に採用され、ＮＹ州アルバニー、ベンダー研究

所技師となり、同時にアルバニー医科大学講師を

兼務した。 生活が安定し、研究実績もあがり、普

通であればこのまま米国に長期滞在し、高い地位

も十分期待された。しかし、彼は栄養学を確立し、

母国の栄養の改善と、脚気や結核などの亡国病を

なくす目的を持っていたので、同僚の説得を振り切

って日本へ帰った。 

 

私立栄養研究所の設立、栄養学研究と実践 

もっとも当時父は重病であったので、一旦故郷

に帰り、父の看病をしながら米国の研究成果をまと

め日本で学位（医学博士）をとった。父の没後、

1913年｛大正２年｝上京したが、官職につくことはな

く、翌年、東京芝白金に私立栄養研究所を設立、

栄養の総合研究を始めた。アミノ酸と醤油の研究、

蛋白質とアミノ酸の関係、栄養の単位の制定、米

の研究、断食の研究を始めた。翌年研究所を移転

拡大、生理学、病理学、細菌学、化学、新陳代謝

の研究室を設け、実験動物室、講義室、実習室を

備え、研究と教育を始めた。栄養食設定と偏食・偏

嗜を区別し、米精白度、調理と消化吸収率、米・雑

穀の生化学的研究のほか、米糠、米の消費法、動

物性蛋白質資源など実際的な研究を展開し栄養

を広い視野から検討、実践への道を開いた。研究

所には内科診療部を開設、臨床とともに臨床栄養

の調査研究もおこなった。そして関心が強い医師、

研究者に呼びかけて栄養学講習会を開き、その成

果と重要性を説いた。わが国初めてのものである。

1917 年には、素因と栄養、潜在性飢餓、断続研究

（ビタミンなど）、食品の薬理学的研究などを開始、

栄養専門語をつくり、公開した。まず従来の営養を

栄養に改め、栄養改善に必要な偏食、偏嗜、栄養

食、完全食、栄養効率、栄養指導、胚子(胚芽)米

などを統一用語を定義し、後に節米、混食、代用

食などの日用語も定着させた。実践面では学校給

食を従来の救済事業ではなく、保健向上のために

小学校でモデルとした。後に全国にひろがった。

米の搗精度、搗粉、飯米淘洗など実践的な研究で

家庭での調理の重要性を教え、栄養改善とは、栄

養献立など実際的な指導を展開した。大凶作だっ

た 1919年には学理に基づいた具体的な食生活対

策を各地で講演会を開き指導し、政府にも進言し

て人心の安定に努めた。ここでは経済栄養法とし

て、安価で栄養のある食事をどう日常に取り入れる

かを教示した。 

 

国立栄養研究所と栄養専門家の養成 

こうした栄養改善研究、運動は個人の研究所で

はなく、国の施設で、国の政策で実施されるべきと

考え、政府に国立栄養研究所の設立を提案し、

1920 年国立栄養研究所が認可され官制となった。

研究所は従来の彼の施設を提供し、彼は所長とし

て管理運営の責を担った。ここは内務省に所属し、

職員は技師専任 7名、書記専任２名、技手専任１０

名、その他無給技手 10名の定員であった。それで

も従来に比べ研究や調査は制約が多くやりにくな

ったという。毎年予算の獲得に苦労したが、非常に

多くの成果を上げ注目された。ただ、わが国では、

食物、調理、栄養などを取り扱うのはいやしいもの

とされており、こうした研究やその成果を軽視する

傾向があった。彼は高名な医学博士であったが、

口さがない同僚は「食べ物博士」といやしんで呼ん

だという。しかし彼は全く氣にすることなく研究と実

践に励み、多くの新しい発見と優れた実践法を提

案した。 結果としてわが国で問題の多かった低栄

養者数の減少と、健康の維持・増進、疾病予防を
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はかる総合的な学問を発展させ、医学ののみなら

ず、政府の重要な機関として不可欠のものにした。

さらに学問の進展を図るため栄養学会を設立、同

時に栄養専門家の養成を開始した。これは世界で

初めてで、各国が追従し、また世界で初めて栄養

士を誕生させた。人材の養成は基本的な問題であ

り、ここから多くの人材が誕生するのである。この研

究所は昭和 13 年厚生省の設立と共に廃止された

が、厚生省の厚生科学研究所の一部門としてより

多くの部門を併設することとなった。 

 こうした活動は世界的に注目を集め、欧米からの

見学も多く、佐伯は国際聯盟の招きで欧州で講演、

またロックフェラー財団の招聘を受けて米国、南米

で栄養研究の組織の実体と成果を披露し、高い評

価を受けた。世界各国で栄養研究施設が新設され、

栄養学が生理学、医化学とは別に新部門の科学と

して認められたのも成果であった。その時の講演

内容は「素因と栄養」、「人工飼料による結石」、「ビ

タミンＡ不足による腫瘤の形成」であった。その後

欧米からの留学生も来訪、栄養学研究国際交流

が続くようになった。なお、ジュネーブでの国際聯

盟の講演会では鶴見三三博士(後の名古屋大学

予防医学教授)が座長を勤めている。なお、現在使

われている食品分析表、栄養所要量、栄養要求量

に基づく（単位式献立表）、栄養効率での完全食

の研究などは極めて優れたものであった。 また航

空機搭乗者の大脳機能と栄養の関係などは広く注

目された。 

 1910 年代に入り、紡績を中心とする軽工業はわ

が国の基幹産業となり工場労働者の健康問題も国

の政策として論じられるようになった。労働者の罹

病率、病休率は低くなく、労働効率の面からも問題

となったので、1920 年頃から栄養調査を始め、工

場食の献立や集団給食により改善しようとした。

1930 年には 23 府県で調査が行なわれると、12 府

県で共同炊事場をもつ 19 の工場が報告されたほ

どであった。これには国立栄養研究所がかなりの

協力をしており、また協同炊事により、罹病率や病

休率が減少したことも明らかになった。その成果を

受け、全国の工場で集団給食を始めるものが増加

し、実質、青壮子女が主な対象となっただけにその

効果は大きかった。 

なお、1950 年代、筆者の医学部教育や卒後教

育では、栄養学は、生理学や生化学のごく一部で

取り上げられていたに過ぎず、大学人でなかった

佐伯の学問には殆ど触れてはいなかったことを付

け加えたい。 

参考文献 

佐伯律子： 栄養学者 佐伯 矩 玄同社  1986 

萩原弘道： 日本栄養学史 1960 国民栄養協会 

 

附：近代工場での集団給食 

大正 5 年、わが国では工場法が発令され、工場

労働者の就業規則や保健・福祉対策が強く要望さ

れるようになったが、実際に各地で実施されるのは

工場監督行政が強化されるようになった大正 12年

以降とされる。それは経済成長が大きくなり、経営

実績が改善し宝であった。監督側の内務省社会局

の調査によれば、大正 12 年(1923)に宮崎県の５製

糸工場で栄養調査が 1週間かけ実施された。翌年

には京都府で食事委員会が作られ、給食の改善

が図られた。またいくつかの紡績工場では国立栄

養研究所に人を派遣して食物・献立の研究に従事

させており、大正 14 年には長野、滋賀、京都、福

井、高知、大分の各県で食費調査、宮崎で栄養調

査が実施されている。前述したように、昭和５年

（1930）までには 23 道府県の工場食の調査が行な

われており、さらに講習会を繰り返し、共同炊事場

の設置の増加、栄養技術士の養成が始まっている。

その結果、短期間に工場従業員の罹病率の減少

や病欠者の減少が報告され、経営者側にも有利な

ことが明らかになった。 

社会局労働部の指導もあったが、基本的には国

立栄養研究所の成果が基礎になっていることは注

目せねばならない。これが基礎になりその後紡績

ばかりでなく、増加し続ける重工業にも給食が実施

され、その内容や方法も改善されてわが国の若年、

中年労働者の健康管理に大きな影響を与えるわけ

である。同時に栄養や食生活研究や実践に携わる

人口が増大し、わが国の健康に極めて大きな影響

を与えたわけである。 佐伯の近代栄養学の確立

や実践活動がなければ、わが国の栄養は大きく遅

れたことが予想される。 
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附３：兵食の研究について   

 

１．森鷗外の兵食論 

 

明治６年徴兵令が発布されると、軍部では該当

する 20 歳の壮丁の体位、体格、特に身長を欧州

に近付けようと 5尺 5寸に設定した。しかし、事前に

全国の風呂屋で若者の身長を測ると、5 尺 5 寸に

達するものは少なく、やむを得ず 5 尺 3 寸にしたと

いう石黒忠悳男嚼、当時の軍医総監の回顧録が

残っている。また外国人と比べると体格は貧弱であ

り、これは食生活と関連があるとわかり、何とかよい

体格にしたいという研究が続けられた。まず食事で

ある。徴兵者には当時贅沢な白米を給することを

発表したが、新兵に脚気の流行がはじまり、まず海

軍では脚気多発で軍艦を出動できない事態が発

生した。これは重大な事件で各種の研究が行なわ

れたが原因は分からなかった。脚気の多発を経験

し、英国で勉学を終えた高木兼寛は、直ちに習い

覚えた疫学的調査を実施、その結果を分析して、

これは伝染病ではなく、食物が原因と推定した。当

時は伝染病説が主流であり、誰も信じなかった。か

れは食事が原因として、英国水兵に脚気がなかっ

たので、一部で英国式にパン食に切り替えたところ、

脚気は短期間に激減した。しかしパンが水兵の口

に合わないとわかると麦食が有効との話を聞き、米

麦混合食に切り替えたところ、脚気の流行は短期

間に激減した。これは画期的な研究の成果であっ

た。 

陸軍でも脚気は流行しており、いろいろ対策を

試みたが成功しなかった。海軍がパン食に切り替

えたことを受けて、石黒医務総監が当時ドイツ留学

中の森林太郎に命じて欧州の兵食の研究と、わが

陸軍の兵食をいかにすべきかを検討させた。森は

短期間に精力的にこの問題を研究し、「日本兵食

論大意」をまとめて軍医総監に送った。明治 18 年

10 月のことである。石黒総監はその研究方法、論

旨の出来栄えのよさを絶賛し、これを陸軍兵食の

基礎とすることに決したという。この内容は大正 14

年に刊行された森鷗外全集、17 巻に掲載され、そ

の要約は諸所に引用されているが、全文はあまり

紹介されてないように思われる。そこで、ここに多少

詳しく紹介したい。 

 森はまず海軍が西洋食を給したことを聞き、5 千

名の海軍では食制は変えやすいが５万の陸軍で

はきわめて難しい。まずパンの調理の器械は軍艦

では備えやすいが、輜重車には無理であり、また

食材の購入はさらに困難である。米食に慣れた兵

士に西洋食を与えれば食べられぬもの、消化不良

のものも多い。兵は野外で個人が炊飯できるが、パ

ンの調理は不可能である。米の携帯は容易であり、

ある期間持ち運びうるが、パンは量も大きく、日持

ちも短い。食材の面からは米はわが国で生産でき

るが、麦は少なく、牛豚肉も極めて少ないので、外

国からの輸入に頼らざるを得ない。これは不都合

なことが多い。わが国の兵士の体格を考え、米食

の栄養価を欧州の医化学的な方法で算出すると

必要量は在営、演習、戦時で異なるが、蛋白質

101から 117ｇ、無窒素栄養質(脂肪量)は 22.8から

25.5ｇである。ショイベの日本人の調査では蛋白質

は 74 から 110ｇ、脂肪量は 21.1 より 25.2ｇであり、

士官学校生徒の食事は蛋白質 83ｇ、脂肪量 28.1ｇ、

この値は体格の異なる西洋人と比較すると、ほぼ

匹敵している。兵士の給された米は 1日 6合である

が、実際には 5 合くらいの消費であった。さらに在

営、演習、戦時の兵士の一人一日の食物を分析し

ても、給された食料はほぼ適切な量であり、このほ

か野菜、醤油、砂糖、茶を得ているので、いささか

も西洋と劣ることはない。戦時においてはパン食に

する事は殆ど不可能である。なお、彼の著書「携帯

糧食略考」にはドイツのフォイト、ガンゼルなどの著

書を参考に、携帯食は軽く、かさばらず、保存でき、

料理しやすい条件を挙げ、また欧州の経験から 3

日分くらい必要としている。これらをすべて満足さ

せる携帯食は難しい。わが国ではたとえば道明寺

糒(もち米を蒸して乾燥させたもの)、餅が該当する。

これにかつをぶしなどの蛋白源をそえるとよい。し

かし一日分の携帯食を考え、これには従来よりも脂

肪量を増やしたい。まず実験的に実施、結果を検

討する必要である。彼は日本人の体力を検査した

東大ベルツ博士が、米食は予想外に優れたものと

の判断や、ショイベも同様の意見であることを引用

し、東洋人の常食は魚米である。鷗外が外国で経

験した西洋食から判断しても、和食は洋食と差は

ないといっている。 

  

その後の結果から見ると、日本陸軍の兵士の給

食は 1日 5合と若干の副食となった。副食は、はじ

め金銭で給しており、実際に摂食する副食内容に

は個人差が大きかった。食べずに貯金したり家に
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送金するものがあったからである。 演習などでは

飯盒炊爨での自炊は容易にできるので、実際的と

判断された。森のこの兵食論は極めて論理的、実

際的であり、陸軍ではさすが森林太郎と嘆賞したと

いう。 これに対する反論を筆者は見つけていない。

当時、欧州の栄養学は突出しており、それを今卿

にしたもりに理論は説得力があった。ただ、欧州で

も栄養研究は発展途上であり、潜在性要素、例え

ばビタミンなどは未発見であった。欧州諸国の海軍

は，航海中の壊血病流行で悩んできた歴史があり、

その対策に追われており、その解決法は明らかに

されつつあった。もう少し遅れて森が留学していれ

ば、ビタミンなど微量栄養素の存在もわかり、兵食

論も変わったであろう。不運なことであった。米食の

日本では、いくつかの理由で玄米ではなく精白し

た白米を兵食としたために、脚気流行の悲劇が生

まれた。米食が決まった背景には、陸軍では農家

から米を買い付けるという国家経済政策があり、徴

兵という国家的義務に従事するものには、当時庶

民には高根の華であった白米を給するという理由

があった。鷗外の報告はそれを正当化する 1 つの

理由になっただけかもしれないが、欧州の学問の

権威がその訂正を遅らせたことも二重の不幸であ

った。 

 

参考文献 

石黒 忠悳：懐旧 90年 岩波文庫 1983   

森鴎外：日本兵食論大意 鷗外全集 第 17巻 13

－21、大正 13 年 鷗外全集刊行会    携帯糧

食略考  同上 157－160 

  

 

２．わが国の明治以前の兵食について 

 

わが国の昔の兵食に就いて手みじかに紹介した

い。これは陸軍糧秣本廠が編集した日本兵食史か

らの引用であり、ここには神武東征，奈良時代から

鎌倉室町時代を通覧した上巻と戦国江戸時代の

克明な展望とからなっている。これまでの歴史書の

大半は戦記であったが食糧に就いての記述は少

なかっただけに、極めて優れた編著である。重要な

戦いの影に食糧確保と補給がいかに大きな役割を

したかを記載している。 

まず神武東征では、軍隊の食料をうるため、瀬

戸内海の沿岸に上陸、食料を生産、備蓄して近畿

に向っている。天武天皇が校倉の整備を促したの

も大和政権維持のための戦いであり、 

東北の蝦夷征伐も食料の確保が重要な問題で

あった。源平の合戦でも天候不順による飢饉、食

料調達が大きな鍵を握り、始め源氏の追討が難し

く、西国の飢饉は平家の大きな敗因となった。元寇

が襲った鎌倉幕府の指導者は、防衛に会った兵士

たちの食糧確保がほとんどできず、各地の軍隊は

自給自足であった。元軍が去って、功労のあった

地域の軍隊にたいする論功行賞も十分にできず、

これが鎌倉政権の没落の一因とされている。 

群雄割拠の戦国時代では、食糧を確保できた軍

が強大となり、さらに常時軍隊を組織できた信長グ

ループが天下を統一した。秀吉の朝鮮戦役の勝敗

は、戦術もあったが、戦闘を支配したのは食料調

達のようである。朝鮮半島では食糧生産はきわめ

て限られ、日本から輸送せざるを得なかったからで

ある。結論として、支配者は常に軍隊の兵站をいか

に統制、統御するかが中心的な課題であった。 

徳川時代に入っても食糧生産は各藩の主要課題

でいろいろなエピソードがのせられている。 

 

参考文献 

陸軍糧秣本廠編： 日本兵食史 上・下巻 覆刻版 

有明書房  昭和 62年 
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７．食養対談： 

健康教育余話 

 

貝原益軒の養生訓に学ぶ 

おじさん： 二十一世紀の健康というのに、三百

年も前の養生訓ですか。 

けん子博士：それがナウいんで、最近しばしばと

りあげられているんです。益軒先生

は、短命の人は養生の術を覚えない

からだ、養生の基本は正しい生活習

慣であるとして、実際的な例をあげ

て説いているんです。 

おじさん： 個人の健康は個人で守ろうという生

活習慣病時代のバイブルというわけ

ですか。でも頼りになりますか。 

けん子博士：現代医学は随分進歩しましたが、予

防医学面は遅れていますね。高齢化

社会に入り、やっと生活習慣が大事

とわかった位です。養生訓は益軒が

五十年近く学び、経験したことを83

歳でまとめたもので、経験学ですが、

現在でも十分役立つと思います。 

おじさん： たしか文庫本での現代訳も出ていま

したね。簡単に紹介してくれません

か。 

けん子博士：内容は八章にわかれ、総論上下、飲

食上下、日常生活、予防と医療、用

薬、育児、養生です。総論のはじめ

に人は庭の草木を育てるように自分

の体をいたわり養えば長寿がえられ

る。それには第一に内慾をおさえ、

外邪を遠ざけよといっています。 

おじさん： 内慾と外邪とはなんですか。 

けん子博士：内慾とは飲食慾、好色、お喋り慾、

怠け慾、七情とくに怒、憂、思、悲

などで、これらを押さえ、少なくせ

よ。また外邪とは風、寒、暑、湿で

表現していますが、外的な環境要因

をさし、これにうまく対応せよと言

っているのです。 

おじさん： お喋りはよくないの。 

けん子博士：喋りすぎは元気をなくする。また時

に人ばかりでなく自分も傷つく。災

いは口より出る。口を慎むことは徳

を養うことで、徳は健康につながる

という訳です。 

おじさん： がまんの哲学ですね。今どきがまん

が少ない人が多いのが病因の一つで

すね。 

けん子博士：心を和やかに、気を平らにすること

が元気を養い、長寿の道を開く、つ

まりストレスをさけよと言うわけで

す。 

おじさん： 生活習慣病では運動が大切といって

いますが。 

けん子博士：重視しています。よく体を動かし、

怠けず、立ち振舞いはよく気をまわ

すこと、たえず用心して暮せば元気

が養えるといっています。 

おじさん： 当時の平均寿命は。 

けん子博士：40歳前後と考えていいと思います。

でも元禄時代は結構長寿者がいたよ

うですよ。本の中には長寿は百歳、

中寿は八十歳、下寿は六十歳、五十

歳未満の死を夭(よう)として、夭折

(若死)は生活の仕方で十分避けられ

ると言っています。 

おじさん： 実際に養生を続けるのは簡単ではな

いじゃないの。 

けん子博士：飲食、身のまわり、立ち振舞いは、

正しいことを毎日くり返していると

じきに習慣になってしまう。習慣に
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なれば楽に続けられる、子供の時か

ら始めると全く苦にならない、と例

をあげて説明してます。 

おじさん： 各論にいろいろあるんですか。 

けん子博士：飲食は二章にわたり随分詳しく丁寧

に書かれてあり、参考になります。

ただ少し現代とのずれはありますが

考え方は大したものです。常住坐臥、

呼吸法、清潔、心のもち方、四季の

戒め、薬の使い方、医者の選び方ま

であります。育児や老人への接遇ま

で書かれています。 

おじさん： 元禄はどういう時代でしたか。 

けん子博士：十七世紀は高度経済成長時代で、そ

の終わり頃です。文化がけんらんと

咲き誇った時代で、生活も向上、国

内旅行も安全で、学問も興隆してい

ます。「人の命は我にあり、天に非

ず」と言っているのも味わうべきで

す。 
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ガンジーの健康論 

おじさん： ガンジーというとあの非暴力、不服

従運動でインドを独立に導いた有名

なマハトマ・ガンジーさんですか。 

けん子博士：そうです。書かれたのは日本の大正

から昭和初期で、貧しいインド民衆

の健康を、いかに守ろうかと考えぬ

いた手引書です。 

おじさん： 飽食、グルメ時代に役立ちそうです

ね。敗戦後はひどい食糧不足、今は

輸入にたより食糧自給率が低い日本

だけに、将来に備えて聞いておきた

い気がします。 

けん子博士：私は二十年位前ムンバイ(旧ボンベ

イ)でガンジーの健康の手引きを求

め、読んだのですが、その本をしま

い忘れてしまいました。古書店で偶

然、丸山博監修、岡芙三子訳、ガン

ジーの健康論(編集工房、一九九二

年)をみつけ、再びつよい感銘をうけ

たのです。 

おじさん： ガンジーは78歳で暗殺されましたが、

当時のインドでは平均寿命が35歳未

満ですので、長寿だったわけですね。 

けん子博士：内容は健康の法則、意味、医学への

見解、人体とは、空気、水、それに

飲食関係は十二章あります。断食、

性の問題、出産育児、運動、衣服、

健康保持法と広い領域にわたってい

ます。ここでは飲食を中心に紹介い

たします。 

おじさん： 医師を志しただけあって大事なこと

はすべて盛りこんでありますね。 

けん子博士：食生活の項を私なりに要約しますと、

当時でも99％の人は必要以上に食べ

ており過食は体によくない、必要と

思われるより少なめに食べるのが体

によい。よく噛めば量は少なくてす

み、栄養の吸収もよく、便通も順調

で、口臭もなく、病気が少ない。過

食は貧しい人の食糧をとり上げるこ

とになり、二重の悪である。一日三

食以上は不要で朝食ぬきの二回でも

よい。これらはすべて自らの体験か

ら出た結果を説いているのです。 

おじさん： 動物実験でも自由に餌をたべた群よ

り制限食の群の方がはるかに長寿で

すね。二食でも内容がよければとい

うことですか。 

けん子博士：労働条件にもよると言ってます。生

活習慣病の原因の一つは過食ですの

で、重要な指摘ですね。食品として

は粗びきの麦、黒パン、玄米をすす

め、豆類は蛋白源として重要と思っ

ていたが貧しい人や軽労働の人は代

替品でもよい。牛乳は成長期や病人

には必要だが、健康者は安い脱脂乳

とかギー (バターをつくる時にでき

る上澄液) でも栄養価は高い。高価

な肉類はなくてもオリーブ油などを

使えば脂肪もとれる。香辛料はなく

てもよく、塩も少量でよい。菜食主

義がすすめられるが、これは精神面

への効果が大きい。肉類は荒々しい

心情をおこすので注意したい。私は

体験から一日五品前後にしているが、

心も体も調子がよいといっています。 

おじさん： 国情、とくに経済を考えた食生活指

導ですね。高いものが必ずしもいい

わけではありませんし。 

けん子博士：ガンジーの仲間の一日の最大の食糧

は、おおよそ発芽麦220g、発芽ひよ

こ豆90g、野菜200g、ココナッツ45

ｇ,甘ぶどう45ｇ、レモン12g、牛乳

200cc、ギー23g、それに生の果物若

干です。ガンジー自身は全体量が少

なく、ただ蜂蜜を一日に45gとるとい

っています。 

おじさん： 断食については、 

けん子博士：断食は道徳的目的で実行したが害は

なく、精神力がより強くなった。一
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般的に慢性病に効果がある。ただ断

食前から終了後までいろいろの注意

事項を守ることが必要で、安易に考

えないようにといっています。国内

外の学者からの忠告もとり入れてい

ます。 

おじさん： 飲み物については、 

けん子博士：アルコールは悪魔の発明品、麻薬は

社会荒廃のもと、タバコはふかせば

煙で家も人もいぶし、火災もおこす。

噛みタバコはいたるところを不潔に

し、嗅ぎタバコは着物や調度品を汚

す。タバコほしさに犯罪も増える、

として厳禁しています。 

おじさん： 戦前であり卓見でしたね。運動につ

いてはどうですか。 

けん子博士：運動は不可欠で、仕事を通して体を

動かせ、机上事務や軽労働者は歩く

のがよい。運動は精神上もよい。ス

ポーツもよい運動だが、本当に健全

で清らかな魂が育つのだろうか。健

康とは体力が強いことではなく、精

神、心のもち方が肝心で精神がよく

ならねば肉体が強くても意味がない。

病も日常行動の結果でおこるものが

多く、医学医療が未熟なインドでは、

特に精神を厳しくコントロールする

のが健康を保つ道、つまり自然療法

といっています。 

おじさん： 生活習慣の行動変容も結局、精神の

もち方になりますね。 

けん子博士：もっともガンジーさんは富裕な家庭

で恵まれて育ったので抵抗力の強い

体にでき上がったと思います。それ

で成人後のいろいろの障害をのり越

えたのですね。弱い体質の人は自分

にあったやり方を見つける必要があ

ります。ガンジーさんも他人の生活

には寛容であれといっています。 

おじさん： 健康保持についてどうまとめてます

か。 

けん子博士： 簡素で清潔で自制的生活をしなさい。

行動の動機は純粋で正しい方法で実

践しなさい。結果はついてきます。

死ぬことを思い煩わず、世のため、

人のために生きる努力が必要である。

健康の保持には精神が、考え方が、

基礎にあることをくり返しています。 

おじさん： 古い著書ながら新鮮ですね。 
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古代中国の養生論 

おじさん： 養生という言葉は何時頃から使われ

たのですか。 

けん子博士：むづかしい質問ですね。中国由来で

有名な黄帝内経(ナイケイ)には養生

論があります。これは漢の時代（一

～二世紀頃)にまとめられたとされ

てます。有名な荘子には養生主論が

あり、辞典の養生にはよくその例が

でております。古い言葉です。 

おじさん： 養の字は羊を食べると書きますが? 

けん子博士：羊を食べるのではなく、羊に食を与

えて、養い育てるという意のようで

す。羊は人にとって古くからの友人

で、群羊と共に生きていた民族もあ

ります。羊は神事に用い、祥という

目出たい字もあります。 

おじさん： 荘子には何が書いてありますか。 

けん子博士：荘子は紀元前三七〇年頃の人で老子

の学説をうけつぎましたが、実にい

ろいろな人生訓を残しています。養

生主論では荘子が文恵君(梁の恵王)

と料理人の丁(包丁)の対談をのせて

います。包丁は文恵君に牛を解体す

るところをみせました。彼の包丁さ

ばきは真にすばらしく、肉や骨をそ

ぐ音は古代(夏)の音楽の響きがあり、

その立ち振いは桑林の舞をみている

ようでした。文恵君は「技もここま

でくるものか」と感嘆した。すると

包丁は「私は道を求めているのです。

技以上のものです。努力して私は牛

の体を心に感じ、自然に従って刀を

動かしたのです。切るのではなく、

骨や肉の間のすきまがみえるので、

そこに刀を入れるだけです。腕のい

い料理人でも一年に一度は刀を取り

替えますが、私は十九年間、数千頭

の牛を解体しましたが、刃こぼれ一

つありません」と答えた。文恵君は

「これで養生の秘訣が分かった」と

言ったとあります。 

おじさん： 自然の道に従って行動し、作為的な

ことをしないということですね。 

けん子博士：それにはかなりの修業がいるので、

努力の結果到達した技であり、道と

なったのでしょう。 

おじさん： 黄帝内経とはどういうものですか。 

けん子博士：黄帝は古代中国の帝王です。幼少時

から賢明で部族の長におされ、やが

て当時の竜族や神農氏にもうちかち、

中原の首長となり、夏の国をつくり

あげました。当時の産業革命をやっ

た人といわれています。黄帝と臣下

の岐伯との間での医学的問答などを

後人がまとめたのが黄帝内経です。

素問(ソモン)と霊枢(レイスウ)の二

部からなります。素問は生理保健、

病因、発病機序、予防が中心、また

霊枢は精神神経論、経絡、精、気、

血液など体液がふくまれており、体

質病の関係が論じられており、その

中に養生論があるのです。 

おじさん： こうした古代医学が集大成されたの

はいつ頃ですか。 

けん子博士： 漢の時代が始まりといわれています。

老子や荘子の養生の考え方も入って

おり、理論は陰陽五行説によってい

ます。 

けん子博士：死者を解剖してよく視よとも書いて

あり実証的です。しかし多くの誤り

もあります。この黄帝内経は随、唐、

明代にも改訂再編集され出版されて

います。 

おじさん： 古代中国の養生論には何が入ってい

ますか。 

けん子博士：保健、強壮、疾病予防、老化防止な

ど、ほとんどすべてを含んでいます。

養生の柱は次の三つです。 

一、自然に順う 

二、静と動の養生を結び合わせ
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る 

三、適中と有度 

自然に従うというのは、自然を人の

命の源泉とし、環境に適応し、天気

(天のあり方とでもいうか)を知り、

心正しく暮らす。行動は節度を宗と

し、柔軟に対応する、としています。 

静と動の養生が大切で、静は小慾

で他を羨まず、心安らかにし、社会

的地位を考えず楽しく暮らす。動の

養生とは、体を動かし、よく歩き、

導引や按矯をする。つまりストレス

を減らし、身体の鍛練、気血の流通

をよくし、精神と肉体をともに強壮

させるというのです。導引は呼吸法

と運動を健康を考えてくみ合わせ

たものです。この他歯をかみ合わせ

ることや、唾液を分泌させ、のみ込

むことが健康によいとしています。 

おじさん： 適中有度とはなんですか。 

けん子博士：適中とは正しくあたる、つまり、正

しいことをする。有度とは適度にす

る。すべて度を過さないことが肝要

ということです。 

おじさん： 精、気、神とは、 

けん子博士：精は生命の基本的物質で、腎中の精

気がこれを左右する。色欲がすぎる

と消耗する。気は元気の気で、全身

をめぐるエネルギーの泉といったよ

うな概念です。神とは肉体にやどる

心の働き、精神に近い考えのようで

す。どれもうまく表現できず残念で

すが。喜、怒、憂、思、悲、恐、驚

の七情は健康に大きな影響があると

いっています。 

おじさん： ほとんど現代の健康の維持、増進の

内容ですね。 

けん子博士： 内経では「未だ病まざるの病を治す」

つまり予防医学を目ざしています。 

おじさん： 太極拳とか、気功、整体などもここ

から来ているのですね。 

けん子博士：ただ養生法はずっと続けて実行しな

いと効果はないので努力がいります。 

おじさん： 貝原益軒の養生訓はこうした長い歴

史の教訓と自分の経験をまとめ上げ

たものですね。 
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ヨーロッパの養生法 

おじさん： 日本、インド、中国と養生論を聞き

ました。欧州の方はいかがですか。 

けん子博士：古代エジプトやギリシャ医療は当時

としては非常に高い水準にありまし

た。養生法としては、ギリシャのヒ

ポクラテスは外科や薬剤学をならべ

て三大医術としているほどです。紀

元前四百年前のことです。 

おじさん： ヒポクラテスという人は医戒(医師

の守るべき戒め)も出した人ですね。 

けん子博士： そうです。多方面にわたっています。

医聖といわれた人です。ギリシャ周

辺各地を廻ってよく観察し病気やそ

の原因、治療法を考え、予防法も教

えています。後世にまとめられた書

には、養生の原理は、規則正しい生

活態度をとることで身体の健康を守

り、生活法則への配慮を保証するも

のとしています。少し後になります

が有名なアレクサンダー大王は待医

のアリストテレスの教えを守り、食

生活や健康管理を厳しく守ったので、

長い遠征に耐えたと書かれてありま

す。 

おじさん： 哲学者のアリストテレスは医者でし

たか。 

けん子博士：父はマケドニア王の待医で、医術を

修め、多くの書を書いたとあります

が、部分的にしか伝わっていません。

彼は解剖もし、病態をくわしく検討

したこと、実践的医学で評価が高か

ったとのことです。同じ有名な哲学

者のプラトンは理論家でしたが養生

法に力を入れたとあります。 

おじさん： そのギリシャ医学はギリシャ滅亡後

忘れ去られて、復活するのはルネッ

サンスと聞いていますが。 

けん子博士：実際は中世にイスラムの医師達が熱

心にギリシャ医学を研究し、養生法

も積極的に取り入れ実用化して世界

に広めていったのです。 

おじさん： イスラムというのは七世紀から始ま

るのですが、一時は世界の覇者だっ

たのですね。 

けん子博士：私の狭い知識ですが、八世紀から四

百年近く、イスラム医学も世界の中

心だったといってよいのです。よく

調べてみると、非常に多くの医学的

な名称がのこっています。 

おじさん： コーランか剣か、というスローガン

をよく耳にしていたので、極めて軍

事的で文化的にはどうかと思ってま

した。 

けん子博士：養生法では飲食物がいかに人に利益

をもたらすかなど健康全書が十一世

紀に書かれたとのことです。コーラ

ンの中の祈りの方法は優れた運動

法・呼吸法で、一日に何回もします

ので体調をととのえるのによいと思

います。豚肉を禁止したのも寄生虫

予防が目的のようですし、断食も胃

腸病が多かった時代には効果的な方

法と思います。禁酒させ、体をよく

洗い、剃毛してシラミやカイセンを

防いだようです。浴場を多くつくり

ましたが、温水療法もあり、水の浄

化、下水の配慮など極めて公衆衛生

的だったとあります。何よりも庶民

のための養生法を普及させたのは大

したことと思います。 

おじさん： 十字軍の人が入浴の楽しみを欧州へ

持ち帰ったといいますね。 

けん子博士：この養生戒律はイスラムの勢力の伸

びるに従って拡がり、西はイベリヤ

半島、北アフリカ、東は東南アジア

に及んだのです。容易にうけ入れら

れたのですね。 

おじさん： 千夜一夜物語にはいろいろの飲食物

や入浴、薬品の他、庭園や街づくり

がでてきますが、栄光の時代はどこ
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も大したものですね。 

けん子博士：この養生法が十一世紀にイタリヤの

サレルノで復活するのです。サレル

ノの医学で有名ですが、アラビア医

学を訳して研究してました。「サレ

ルノ健康規則」というのが十三世紀

にでています。 

おじさん： 内容はどうですか。 

けん子博士：イスラム医学の訳で、詩の形で書い

てあり「ストレス解消、大食するな、

酒に用心、体を動かせ、排泄はこら

えるな」などで始まり食事のとり方、

安静、節度ある生活をと、ユーモア

のある人間性あふれる訓話とのこと

です。 

おじさん： どうしてイスラム医学が日本に伝わ

らなかったのですか。 

けん子博士：イスラムの勢力は日本に届きません

でしたし、日本の近代医学は欧州か

ら入り、欧書にはイスラム医学のこ

とをあまり書かなかったようですね。

日本人のイスラム医学の研究は大分

後ですね。サレルノの医学も英国の

ノルマンディ公が南イタリヤを占領

したのも一つの機会となり医学が盛

んになったといわれてます。ここか

ら近代医学が北上して北イタリヤの

ルネッサンス医学の栄につながるよ

うです。 

おじさん： 欧州では一般的なよみ物の養生訓は

でていますか。 

けん子博士： いろいろな養生論があったようです。

十九世紀後半から高齢者がふえ始め、

日本の明治から大正時代にかけ多く

の長寿のための書がでています。一

九二〇年代にでたローランド(ドイ

ツ)の老化の原因と予防は十二か国

語に訳され邦訳もあります。食生活、

栄養、運動、入浴、性生活、情緒な

ど基本的には日本などとよく似てい

ますが、非常に多くの医学研究の結

果や高齢者の観察を根拠に論じてい

るのは流石と思います。予防法も今

いうエビデンスに基づいています。

肉食を減らし野菜と果物をよく食べ

よとか、酒、タバコの節制、運動、・

睡眠、ストレスなど皆あります。中

庸の重要性はここでも重視されてい

ます。 

おじさん： 人の歴史のあるところ、養生訓があ

り、どの時代とあまり変わらないと

は驚きですね。温故知新ですか。 
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著者後記 

 

わかりやすいように会話調の形式を取ったので

すが、やはり読みづらいようで、申し訳なく思ってい

ます。食物の消化・吸収についてはよく知られてお

り、必要なしと考えたが、はっきりした記憶にないこ

とが多く、新しい教科書や文献を参考にさせていた

だいた。それにしても口から咽喉部、食道、胃，十

二指腸、小腸、大腸、直腸、肛門に至る消化管の

素晴らしい機能には改めて驚きました。ゆっくりお

読みになって、生きる基本である消化器系を見直

していただければ幸いです。空腹期の消化管は１

～２時間ごとに蠕動運動が起きて、消化管を掃除し

ていることは最近初めて知ったことです。暴飲暴食

がいかにこの律儀な臓器を傷害するか覚えていて

いただきたいと思います。よく噛むことで口腔で、ま

た健全な小腸では、食べ物のアレルギーを抑制す

る機能があり、アレルギー時代には重要な知見で

す。それに関連して、冷たい飲食は消化管の機能

を非常に低下させます。夏場は氷水やツメタイジュ

ースが一時的には気分を良くしますが、肝心の消

化器を壊すことを忘れないでください。いわゆる難

病の原因の一つです。特に消化器の弱い方は注

意しましょう。 

食物、食品についてはいつも何か情報があり、

皆様よくご存じと思います。しかしすべてを覚えて

おられる方は少ないので、辞書代わりにまとめてみ

ました。食品標準成分表や国民栄養調査も名前は

よくご存じと思いますが、内容を紹介させていただ

きました。食品の安全性は日々重要であり、行政だ

けに任せ切っておらずに、積極的に監視しましょ

う。 

養生一口メモも字引代わりの挿入です。 

食生活を考えるは、皆様方のほうがよくご存じと

思います。しかし書いてみて、やはりあったほうがよ

いと思い付け加えました。食文化、調理法などもう

少し知っておいたほうがよいことがあります。過食を

避けるは非常に重要なことであるのであえて挿入し

ました。また食材のところで野菜の購入や保存、食

べごろなど念のために入れました。食物の好き嫌

いは大問題ですが、今後さらに研究する課題と思

います。また食器のことや、楽しく食事をすることの

重要性も少し強調しました。 

食養物語 1～6 は名古屋公衆衛生研究所発行

のニューズレターAcitve Lifeでの拙著の再掲であり、

7 以降の分は今回追加したものである。健康教育

余話も Acitve Lifeからであります。本文の間、間に、

「江戸グルメ川柳」、「うまいもの自慢」などを挿入さ

せていただき、疲れをとっていただければと考えま

した。これも Active Life からお借りした拙著である。

名古屋公衆医学研究所の歴代の理事長様はじめ

関係の皆様に熱く感謝を申し上げます。また挿入

した陶器類の写真は拙宅で長年使用していた食器

類である。 

中表紙の風景は猫が洞池から見た愛知県がん

センターの春景色で、筆者の、かっての憩いの場

所である。 

 末筆ながら 専門的なお立場からご助言を賜った、

伊藤宜則教授（元藤田保健衛生大学）、大脇淳子

教授〈元聖霊短期大学〉に心から感謝申し上げると

ともに、文献収集にご協力賜った名古屋大学予防

医学渡辺優子氏に厚く御礼申し上げます。またご

高閲賜った編集委員の諸先生、ＣＤ作成のためご

努力戴いた事務局の水谷恵子氏に、心から御礼

申し上げる。なお、長年にわたりご指導、ご協力を

いただいた先生方に重ねて御礼申し上げます。 

 

 

   ２０１４年７月 

 

青木 國雄 
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青木國雄  １９２８年、愛知県名古屋市出生 

   医学博士 Diploma( 米国ペンシルベニア大学) FFPH（英国王立協会）   

 専攻（疫学、予防医学、医学史） 

 名古屋大学名誉教授、 

 愛知県がんセンター名誉総長、 

 国際疫学会名誉員 

 名古屋市社会福祉協議会名誉会長   

 名古屋公衆医学研究所理事 

中国医科大学顧問教授、 

 

受賞 

 今村賞(日本結核病学会)、長与賞(日本癌学会)、日本疫学会功労賞 
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 医外な物語、（名大出版会）1990、 
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青木平八郎記念予防医学広報事業団について 
 

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、この電子ブックはホームページでの公開も予定

しており、幅広い読者層を得られるものと期待しており

ます。現在の予定では田島氏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

することにしております。疫学センターは三重大学医

学部附属病院において疫学研究を幅広く推進していく

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

に少しでも貢献できることを祈っております。 

さて、本事業団の活動を開始するに当たりまして、編

集委員会は全員一致で最初の刊行物の著者を愛知県

がんセンター富永祐民名誉総長にお願いすること に

しました。富永氏の30年余にわたる予防医学随筆から

抜粋したもので、内容も多岐にわたって充実しており、

日常生活における予防推進のための参考資料として、

多くの人々が広く長く利用していただけるものと信じて

おります。本事業団はそれに引き続いて第二弾、第三

弾の発刊を企画しており、今後も適切な疫学・予防情

報を定期的に発信していく計画を立てておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

平成 25年夏 発行責任者  

青木平八郎記念予防医学広報事業団 

編集発行委員会委員長 田島和雄  
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