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TFU リエゾンゼミ・ナビ

『学びとの出会い』

７． 食の問題について考えてみよう
まず、食べることの意味を食品機能の視点から考えてみます。食べも
のには、栄養素が生体に対して短期的・長期的に果たす機能があり、こ
れは一次機能と呼ばれています。しかし、栄養面だけ充足していても食
べものの機能としては不十分で、感覚（五感）に訴える機能も重要な意
味を持ちます。これを二次機能と言います。この機能は、食体験、健康
状態、生活環境などと関連し、食の感性を豊かにすることに関わります。
さらに三次機能と呼ばれる生体調節機能は、精神の昂揚や沈静、疾病予
防、疾病からの回復、老化の進行と抑制など、食品がもたらす多種の生
理活性と関連するものです。これらの機能に加え、食の総合的機能とで
も呼ぶべき、社会的、文化的視点からの食環境も大切になります。
ここではこれらの機能を念頭に、「人はなぜ食べるの？」「どう食べた
らいいの？」という素朴な問いの答えを探りながら、安全面を含めた食
の課題について考えてみましょう。

１

青年期の食生活の課題について考えてみましょう

〔１〕 本学学生の食行動の課題
大学生の食行動と心身の健康の関わりについて、本学の学生を対象に

ポートフォリオ
もともとは「紙ばさみ」の
意味。そこから、芸術家の
「作品集」やファッション
モデルの「経歴資料」も意
味するようになった。教育
分野では、学習過程で作成
されたさまざまな資料の
収集物を意味する。ポート
フォリオ評価法は、その収
集物を系統的に整理し、教
師とともに自己評価を行
い、ステップアップをめざ
す質的評価の方法。

して調べてみた結果について紹介しましょう。
血液生化学検査の結果から、異常値がある人は疲れやすいという自覚
症状を有していました。男子の場合に一番多かった異常項目は中性脂肪
高値で、血圧が少し高いという状態でした。体の具合が思わしくないと、

到達度の評価
テキスト１章 7 節「汎用
的技能と態度・志向性の到
達度評価」参照

気分状態も正常者より高い点数になりました。女子の場合、コレステロ
ール（LDL コレステロール）の高値者が少なくなく、気分状態は「怒り
－敵意」
、「抑うつ－落ち込み」、「混乱」の項目で高めの傾向があること
が分かりました。
心身の健康を損ねている学生たちに、大豆、魚、海草などの日本型食
品素材を食べているかと尋ねたところ、その効用は分かってはいるが、
嫌いなものは食べないという回答がほとんどでした。女子コレステロー
ルの高値者に限らず女子の場合は、間食摂取に関する問題です。間食を
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PDCA サイクル
もともとは品質管理の手
法の一つ。それが安全管理
に使われ、さらにさまざま
なマネジメントに広がり、
教育にも活用されるよう
になった。
テキスト 8 章 8 節「計画・

帰宅直後、夕食直後、就寝前、毎日、好きなだけ食べており、間食に対
する節度のない状況が明らかになりました。間食の内容として、スナッ
ク、ポテトチップス、アイスクリーム、チョコレート、菓子パン、クッ
キー、ビスケットが挙げられ、これらは幼少期からずっと通して好まれ
ていることも分かりました。高塩分、高糖質、高脂肪が問題になること
は言うに及びません。

〔２〕 食行動に関する社会調査から見えてくる課題
10 代～50 代を対象にして実施した最近の調査についても紹介いたし
ましょう。健康状態は年代上昇に伴い、心身ともに健康である人（心身
健康者）が漸減し、精神面非健康者・身体非健康者は漸増すること、各
年代ともに精神面非健康者は身体非健康者より多いことが分かりました。
心身健康者に比べ、精神面非健康・身体非健康者は不満や悩みを抱える
割合が有意に高いことも明らかになりました。

（１）朝食は必ずしっかりと摂りましょう
心身の健康を保つ必須要件である食生活について詳しく調べてみま
した。朝食欠食率は 10・20 代、30 代で高いという結果になりました。
この調査結果は国が行っている全国データとほぼ一致していました。
心身の健康状態と朝食欠食との相関を見てみますと、精神面非健康者
で朝食欠食率が高く、朝食欠食を改めるためには、朝食の意義を理解する
必要があろうかと思います。その概要は図１のとおりです。

朝食摂取はとても大切

健康
細胞分裂のリズムメーカー
・体の重要な部位の細胞新生

健
身体

康
精神

枯渇した脳のエネルギー源補給
・ブドウ糖は脳血液関門を通過

・血中免疫細胞出現＝疾病予防

・主食が不可欠（ご飯など）

体温上昇リズムメーカー

・主食糖質はブドウ糖の集合体

低血糖時は 攻撃性・イライラ・非協調性

が増幅

低体温時は 疲労自覚感・作業能率低下・学習低下

図１

心身の健康に及ぼす朝食の意義
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が顕著

（２）肉食に偏らず、大豆製品や魚類など多くの食品を摂りまし
ょう
食事内容を見てみますと、若い年代では肉類偏向が顕著で、大豆製品
や魚類の摂取率が著しく低く、野菜や乳製品の摂取率も高くありません。
また、海藻類の摂取率も著しく低いことが分かりました。大豆・大豆製
品、魚、海藻の栄養的価値は大きく、他の食品に変えることができない
栄養成分を含んでいますので、これらの低摂取は大きな問題になります。

（３）食事の摂りかたに気を配りましょう
ファストフードやコンビニ食依存ならびに外食依存の傾向は若い年
代で顕著であり、好きなもの偏向の傾向にあります。10・20 代のこれら
の傾向は精神面非健康者において顕著でした。ファストフードや嗜好に
偏った外食依存は栄養バランスを崩しやすく、味付けも濃厚である傾向
にあり、何よりも使用材料の由来などが不明確であるなどの課題が多い
ことから、できるだけ利用頻度を低くする努力が必要です。
ラーメンライス、菓子パンなどの炭水化物摂取偏向率は 10・20 代で有
意に高いことが分かりました。夕食後の夜食摂取率も高く、炭水化物偏向
ならびに夜食摂取は精神面非健康者において特に高いことも明らかにな
りました。
図２に炭水化物摂取過多の問題点と対処法をまとめてみましたので、こ
れを参考に、食事の際は一緒に食べるおかずの工夫を心がけましょう。

ラーメンライス・菓子パン・おにぎり・ご飯の
大盛・うどんなどの主食偏向 ＝ 糖質摂取偏向

エネルギー置換には
ビタミンＢ１ 必要

糖質摂取過多者・喫煙者はビタミンＢ１ 要求量増大
エネルギーに変換されないと
ビタミンＢ１ 不足・欠乏
皮下脂肪・内臓脂肪として蓄積
肥満・メタボリックシンドローム
生活習慣病のリスク増大

図２

体への症状よりも先にメンタルな症状
脳の末梢神経の機能保持不可
気分がふさぐ・集中力や協調性欠如 ・疲労感
全身倦怠・手足のしびれ・腰痛・胃腸障害
反射神経異常・ウェルニッケ脳症 など

解決策
調理による損失大・汁ごと摂取，豚肉赤身・鰻・大豆・
各種豆類・ナッツ類・玄米・胚芽米・紅さけ・ぶり・
かつお・まぐろ・さば・枝豆などを一緒に摂取

炭水化物摂取過多の問題と対処法
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ちなみにビタミン B1 はネギ、タマネギ、ニラ、ニンニクなどの臭み成
分であるアリシンと結合するとアリチアミンとなり、効果を持続させる
ことができますので、例えば豚肉赤身の調理は一緒に使用するといいで
しょう。
ビタミンは他の栄養成分を有効に働かせるための触媒として微量で生
理効果を発揮しますが、ビタミンだけで元気をもたらすものではありま
せん。ビタミン剤を活力剤のようにとらえることのないよう正しい理解
が必要です。あくまでもちゃんと食事をすることを前提にして、他の栄
養素の働きを円滑にする作用がある栄養素です。
アンケート調査結果に戻ります。夜食摂取率が比較的高いようですが、
夕食後の夜食は消化器系に負担をかけますし、熟睡を妨げ、肥満を招く
とされていますので、習慣にならないような注意が必要です。
和食嗜好率については、低い結果となりました。和食ということばを
単に日本的なメニューとしてとらえるのではなく、和式の食事形態とし
てとらえてみましょう。

２

和食スタイルと食の感性について考えてみましょう

〔１〕 和食スタイルの食事を見直しましょう
和食嗜好率が低いことの課題を解決するために、食品の機能を意識し
た実験を試みましたので紹介します。前述の生化学検査に協力した男女
90 名を対象に望ましい食事を摂取させることを試みました。多食材、和
食、栄養所要量充足、ゆったりした環境、定時の食事・・・これらの項
目を重視して５日間、食事を摂ってもらいました。その結果、
「たかが食、
されど食」と感じさせられる結果が得られました。すなわち、食環境を
ちゃんと整えると短期間で生化学データはほぼ改善され、気分状態は好
転することが分かりました。和食スタイルの食事は心身の健康のために
は大切であることが分かりました。

その他のビタミンＢ群の
役割紹介
ビタミン B 1 と同様に不足
するとメンタルな症状を
呈するものがビタミン B
郡には多く、例えばビタミ
ン B6 はタンパク質代謝に
必須で、肉食偏向などタン
パク質摂過多の場合に不
足を招き、神経過敏、不眠
をもたらします。足がつ
る、口内炎などの身体症
状も出ます。カツオ、マグ
ロ、サケ、サンマなどに含
まれますので、魚食を心が
けましょう。このビタミン
は生理前の憂うつ、イライ
ラなどの不快症状緩和に
も役立っています。また、
夜勤などで時差ボケ的な
状態にある場合は、ビタミ
ン B １２不足に注意しまし
ょう。このビタミンはバイ
オリズムの回復に関わる
とされています。不足する
とふさぎ込んだり、記憶力
や集中力が低下します。レ
バー類、カキ、サンマ、ア
サリ、シジミ、ニシン、イ
ワシなどに含まれます。ナ
イアシンは飲酒する人ほ
ど消費されやすいビタミ
ン B 郡です。不足すると頭
痛や不安感を呈します。タ
ラコ、カツオ、ビンナガマ
グロ、アジ、カジキマグロ
など魚類摂取が大切です。
パントテン酸 はストレス
への抵抗力をつけるビタ
ミンで、鶏レバー、豚レバ
ー、カレイ、マス、タラコ、
鰻、サケ、納豆、サツマイ
モ、モロヘイヤに含まれま
すので摂取を心がけまし
ょう。葉酸は赤血球の新生
に必須で、不足すると神経
過敏、うつ状態、健忘症状
を呈します。各種レバー、
菜の花、枝豆、からし菜、
モロヘイヤ、春菊の摂取に
努めましょう。

〔２〕和食スタイルの食事で食の感性を豊かにしましょう
和食スタイルの食事は「食の感性を育む」
「食の感性を豊かにする」と
言えます。改めて食べる行為を見てみますと、人は視覚、嗅覚、聴覚（咀
嚼音や調理加熱音など）
、味覚、触角（口腔内で感じ取る歯ごたえ、舌触
り、喉ごしなど）の五感を駆使して食べることを行っているわけで、五
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感性について
筆者らはこれまでの「感性
と環境の相互作用」につい
ての研究を進めるにあた
り、感性を「言葉では表現
きない非論理的で直感的
な特性を示す概念」であ

感を同時に働かせる行為は食べる行為にしかないことに気づかされます。 り、換言すると、「環境か
人は五感を働かせているとき、
脳も変化します。
この脳活動を前述の NIRS
という手法で脳血液動態を指標にして調べたところ、五感刺激に対して
瞬時に脳内の応答がなされていることが分かりました。
主食があって、汁物があって、主菜があって、副菜がある和食スタイ
ルは、摂取食材数も多く、理想的な基本形です。和食の良さは栄養学の
視点から再評価されています。

らの刺激を直感的に感受
し、認知・統合する能力特
性」であると考えました。
その意味から、食の感性を
育むということは食にか
かる認知・統合の能力を育
むことであり、食の感性を
豊かにする試みとはこの
能力特性を引き出すため
の環境の構築・刺激の創生
をコーディネートするこ
とに他ならないものと考
えられます。

以下に和食のよいところをまとめましたので、確認してみましょう。
若い世代は特に和食形態の食事摂取を心がけてもらいたいと思います。

和食のよいところ
自然の恵み

伝統

食品機能
季節感・旬

新鮮さ
風土（海の幸・里の幸・山の幸）・

栄養（消化・吸収・代謝）

郷土色（地域特性）・食習慣・行事

生理活性（疾病予防・
アンチエイジング）
咀嚼機能（テクスチャー）

多様性

食の感性（五感刺激・五味刺激）
気分の好転 ・ 脳活動への寄与

食材や調味料の豊富さ

快適性

だんらん・食事環境

加工法や調理法のバリエーション

タイミング・食スタイル

味・歯ごたえ・口腔内感覚の多様性

脳活動 と こころ と からだ の健康
図３ 和食のよいところ

３

食の安全について考えてみましょう

東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所爆発後の食の安全性に
ついては多くの人が気にとめているものと思います。
平成 24 年 4 月から食品中の放射性物質の新基準値が定められており、
市場に出回るほとんどの食品については検査済みであるとされています。
新基準地は、次のとおりになっています。基準値についての関心を持
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ちましょう。

一般食品

１００

Bq/kg

乳児用食品

５０

Bq/kg

牛乳

５０

Bq/kg

飲料水

１０

Bq/kg

（１kg あたりのベクレル値）

外国の基準値例
ヨーロッパでは
一般食品
１，２５０
乳児用食品 １，０００
牛乳
４００
飲料水
１，０００

大豆については、平成 24 年 12 月 31 日までを経過措置期間とし、平成

アメリカでは
一般食品
牛乳
飲料水

１，２００
１，２００
１，2００

25 年 1 月 1 日から新たな基準値が適用されます。
なお、新基準値の適用日より前に、これらを原料に製造・加工、輸入され
た食品については、賞味期限まで暫定規制値が適用されることとなります。

平成２５年

図４ 食品中の放射性物質新基準値の導入スケジュール
（資料：厚生労働省「食品中の放射性物質の新たな基準値について」より）
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(単位：Bq/kg）
になっております。

日頃から学生さんたちの食行動を見ておりますと、食の安全という視点
から気にかかることがありますので触れておきましょう。それは環境ホ
ルモンと呼ばれる「内分泌撹乱化学物質」についてです。わたしたちの
身の回りには、食にまつわる環境ホルモンが多く存在しています。これが
体内に入るとなかなか輩出されず蓄積されていきます。発がん性という点
からのみならず、男子においては精子の形成、精子の活性に影響があると
されていますし、女子にとっては妊娠初期の胎児への影響という点で問題
視されています。環境ホルモンの多くは加熱とともに溶出しますし、油分
に溶解しやすいものもあります。樹脂性の容器に熱湯を注いで調理した
り、レトルト品を熱湯で過熱したり、ラップ類を使って電子レンジで温
めたりすることは、できるだけ控えましょう。食器や調理器具も加熱す
ることを考えると、磁器、木製、ガラス製のものに切り替えるとよいでし
ょう。

４

まとめ

これまでのべてきたことも含め、大切菜ことを簡単にまとめてみます
ので、健康を保持・増進させるために日常の食生活に役立てていただきた
いと思います。
（１）

食環境・食行動は心身の健康と密接に関わっています。食生活の
意義を再認識いたしましょう。

（２）

朝食の意義を再考し、朝食欠食を改め、しっかりとした朝食を摂りましょう。
（ 「早寝・早
起き・朝ごはん」 ）

（３）

魚・大豆などの日本型食素材の摂取率を上げましょう。これらは
心身の健康に寄与します。

（４）

海藻の摂取率向上のためのメニューの工夫をし、ミネラルや食物
繊維摂取に努めましょう。

（５）

出来合食、コンビニ食依存を改善しましょう。（栄養面の偏り、
嗜好の偏り、安全面で課題多し）

（６）

炭水化物（糖質）摂取偏向、遅い時間の夜食を改めましょう。

（７）

揚げもの嗜好を見直し、和食嗜好を心がけましょう。

（８）

日本型食スタイルで食の感性を豊かにしましょう。豊かな食の感
性は精神面の健康を築きます。

(９)

食の安全について気を配りましょう。放射性物質や環境ホルモン
について意識を高めるようにしましょう。
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