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１．食と健康

・ 科学的根拠
・ フィールドサイエンスの重要性



「体にいい食事」って何だろう？

「食選択」をとりまく因子



食と健康のエビデンス（科学的根拠）

「脂質」の例

1960年代 7カ国研究：食事と心筋梗塞の発症について調査
（初めての世界規模の栄養疫学研究、40-59歳の対象者 11,579人を15年追跡）

→ 飽和脂肪酸の摂取と血清コレステロール高値との関連を発見

「バターをマーガリンに変えよう」

→ フィンランド人の1人あたりのバター摂取量 45ｇ（1970年）→  15ｇ（1990年）

アンセル・キーズ
1961年1月13日TIME誌

Keys A, et al. Am J Epidemiol. 1986;124(6):903-15.
佐々木敏 2015 「佐々木敏の栄養データはこう読む!」女子栄養大学出版部

"You are what you eat“
食べるものがあなたをつくる

TIME誌 2014年6月17日

↓

「バターを食べよう」

Scientist labeled fat enemy. 
Why they were wrong?

科学者はバターを敵とした。
なぜ彼らは間違ったのか

「食の流行」と社会的背景

“Low FAT diet”
から

“Low CARB diet”へ



食に関する一時的な
ブームが起こる

朝ごはんを
バターコーヒー
にすると痩せる

！？

代々木駅前,2018年9月 コンビニにも

バター茶
チベットの人々の
伝統的な飲み物



科学的根拠と社会･文化

• 科学的根拠が食文化を変えうる

• 社会や人々の関心が科学的根拠をつくる

「コーヒー」の健康への
効果または悪影響
に関する研究論文が
多いのはなぜ？



「健康」って何だろう？

人の老化と
高齢期の健康を考える



「健康」とは？

Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity. （WHO憲章）

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということだけではなく、肉体的に
も、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること

• 慢性的な疾患（高血圧、糖尿病など）を抱える高齢者は約 60%
• 慢性的に服薬を続けている

• 日本の高齢化率（65歳以上人口）は、約28%
• 2025年には、4人に1人が75歳以上
• 100歳長寿者の数は、2020年に8万人を超えた



単に疾患の有無のみならず

多くの問題を複合的に抱えている

・ 疾患の有無（生活習慣病などの慢性疾患）

・ 日常生活動作 （ADL）、運動機能

・ 心理的健康度、Quality of Life, QOL

・ 認知機能

・ 社会参加、家族・友人関係

・生活背景（居住環境、経済状態、運動習慣…）

高齢期の「健康」

病院 ＋ 生活の場

10
「食」は生活の場（フィールド）にある →フィールド・サイエンスの重要性
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地域の特性をふまえた、学際的な研究が必要
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２．食事の「質」への注目

食多様性に関連する因子



一人一日あたりの純食料供給量*（ｇ）の推移

*純食料供給量： 加工向けや飼料向けなどを除いた、食用向けの供給量から廃棄量を除いて
実際に口に入る量を算出したもの。農水省「食料需給表」より

世界の長寿国となった日本の食の変化

かつては

３つの食品群に
偏っていた

多様な食品を
摂取するように



地域高齢者の食多様性の調査

• 食多様性に乏しい人ほど、

- ADL（日常生活機能）が低く

-心理的健康 QOLが低く、うつ傾向 と関連

-糖尿病の頻度が高い

-咀嚼困難をもつ人が多い

- 豆類、肉類、種実類の摂取が少ない

1) Kimura Y, et al. J Am Geriatr Soc. 2009 

2) Kimura Y, et al. Geriatr Gerontol Int. 2013、他
＊2008年高知県土佐町地域高齢者689人の調査より

高知県土佐町の高齢者*のご長寿健診（総合機能評価）から

食品摂取の多様性を調査（11食品群の摂取頻度）

食事の質



高齢者の孤食と健康

Kimura Y, et al. J Nutr Health Aging. 2012 

高知県土佐町の高齢者（856人*）の調査の結果、33.2%が孤食であり、

家族と同居の高齢者でも19.5%が一人で食事をしている

孤食の高齢者では

- QOLが低く
- うつ傾向があり

-食多様性に乏しく

- BMIが低い （やせ傾向）

食の環境
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日本の独居高齢者数

男性 女性

（千人）

全高齢者
のうち

女 21.1%

男 13.3%

独居が避けられない社会背景

✓高齢化、過疎化が農村地域で特に深刻

✓地域医療･介護の観点からも問題
地域での「共食」による
介護予防は可能か？

調査地・団体
四万十市えっころねっと、
土佐町高齢者ボランティア・
とんからりんの家、
京都市西京区カルチャー遊

食の環境



「スマホ食事クラブ」の実施
a pilot study

17
Sasaki L, Haapio-Kirk L, Kimura Y. (2021). “Sharing virtual meals among the elderly: An ethnographic and quantitative study of the role of smartphones 

in distanced social eating in rural Japan” J Review of Cultural Anthropology 21(2);1-42

ロンドン大学 UCL Anthropology

との共同研究

COVID-19による影響

✓バーチャルな食の共有にも、調理意欲の向上や食欲増加など、一定の効果がみられた

✓一方で、コロナ禍での会話減少と口腔機能低下が、高齢期のフレイルに影響していると報告



多様な食品の摂取

BMIが低い
身体機能が低い
QOLが低い
うつ傾向





身体的な適応

低酸素適応遺伝子

⇒低栄養にも対応するものだった

（コレステロールを高く保つことができる）

⇒急激な生活変化に脆弱
都市への移住、食生活の変化で糖尿病がより深刻化

シリーズ人間科学「食べる」、
大阪大学出版会、2018



文化的な適応



交易システム

農民 遊牧民
食糧の交換



チベット族にとっての食の多様性



環境

食の多様性

健康アウトカム
ADL（身体的機能）

QOL（心理的機能）

うつ傾向
生活習慣病

介入可能性

×

○

年齢

居住形態

経済状態

文化

咀嚼能力孤食/共食

＊Publications of the findings 
1. Kimura Y, Geriatr Gerontol Int 2009

2. Kimura Y, J Am Geriatr Soc. 2009

3．Kimura Y, Geriatr Gerontol Int. 2009

4．木村ら, ヒマラヤ学誌 2011. 

5． Kimura Y, J Nutr Health Aging. 2012

*1
*3 *4

*5

*1

*2

*5

*3

食事の質： 「食の多様性」と、さまざまな関連因子

自然環境
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３．食選択と社会環境

ニューギニア島西部における糖尿病の事例から



開発途上地域における生活習慣病

生活習慣病 （Non Communicable Diseases; NCDs）
肥満、糖尿病、高血圧など

開発途上地域では、より深刻

✓ 医療資源の不足（医薬品、設備、医療者）

✓ 保険制度の未整備（経済負担）

✓ 感染症との“double burden”

ゆっくりと進行し、気づきにくく、深刻化しやすい

→ 予防的アプローチが重要

食事や運動、生活習慣によって予防できる
26Boutayeb A. The burden of non communicable diseases in developing countries. Int J Equity Health. 2005, 4 (1): 2-10.

Maeseneer JE, et al. Tackling NCDs: a different approach is needed. Lancet. 2012;379:1860-1861.



インドネシア・パプア州における糖尿病の事例

27

Google map

Dani people, highland 
“No-salt culture” – small scale farming of potatoes, fishing and hunting 

Auyu people, lowland
“Vegeculture” >> Lifestyle change with globalization



環境

食の多様性

健康アウトカム
ADL（身体的機能）

QOL（心理的機能）

うつ傾向
生活習慣病

介入可能性

×

○

年齢

居住形態

経済状態

文化

咀嚼能力孤食/共食

＊Publications of the findings 
1. Kimura Y, Geriatr Gerontol Int 2009

2. Kimura Y, J Am Geriatr Soc. 2009

3．Kimura Y, Geriatr Gerontol Int. 2009

4．木村ら, ヒマラヤ学誌 2011. 

5． Kimura Y, J Nutr Health Aging. 2012

*1
*3 *4

*5

*1

*2

*5

*3

「食の多様性」と、さまざまな関連因子

自然環境

社会環境



インドネシア・パプア州

歴史的背景：ニューギニア島西部 「パプア」

オランダが占領（一時、日本も）

その後、インドネシアの領土となった

調査地：ニューギニア島南西部、ディグール川沿岸の町

• 川を通じた流通の拠点：島外から来た商人も移住

• ゴムの樹の輸出により、市場経済化が進む



沿岸部でみられる食事の一例

サゴヤシの樹から澱粉を採取・精製する マーケットでは魚、エビなど川で採れた食品が並ぶ

サゴヤシ文化圏
• サゴ（サゴヤシ澱粉）

• キャッサバの葉の油いため

• 空芯菜とパパイヤの花の煮物

• 貝のココナッツ煮、魚介類



YNさん、69歳女性 （BMI: 34.1、腹囲: 120 cm、BS:196、HbA1c: 7）

• 「コメが体に良いもの」と信じ、1日3食に大量の白飯を摂取。

白米には、砂糖をふりかける。この食事を2年間続けていた。

•血糖値は高く、中性脂肪が高いものの、コレステロールが低く貧血

（Malnutrition、Hidden Hunger）

•サゴや他の食品を食べないので、食多様性は著しく減少していた
木村他ヒマラヤ学誌 2013

⇒⇒1年間の食事・運動介入の後、血糖と体重が改善

「コメが体に良い」という噂が広まっており、コメ嗜好がこの地域で広がっていた

Rice is the 
healthiest food Rice can treat 

your sickness

Interview of 11 other cases (Kimura Y, Sasaki R. 2021)

31

誤った食選択によって糖尿病が悪化した事例



なぜ 「コメ信仰」が広まったのか？

1．外来の食品への憧れ、社会的地位との結びつき

2．インドネシア政府による価格への介入（コメの配給制度）

3．職業構造の変化（若者が都市へ移住、サゴ精製の人手不足）

４．新たな医療制度によって生じた誤解

（生活習慣病:NCDｓへの対策の不足）

V S

「サゴを精製するのは大変だけれど、売っているものはおいしくない」

市場で売られているサゴ澱粉

比較的安価なコメ

「医者がコメを食べ
ると良いと言った」



「食選択」をとりまく課題
◆食に関する誤った認識

「外部」の影響によって新しい食品が流入してくるが、同時にその食品に関する正しい知
識が入ってきておらず、 「物」 と 「知識」の導入にギャップが生じている

社会的背景（政策や資本主義経済）による影響

◆単一食品に依存するリスク

・食糧安全保障の問題（価格、供給）

パプアで、米は100%島外からの輸入に頼る

・食多様性の喪失

１つの食品で十分なエネルギーが摂れる

・森の管理の放棄

サゴヤシを含む、多様な植物・動物の減少

Rice ration program in Indonesia 
(CNN Indonesia, 29 Apr 2015) https://www.cnnindonesia.com/

local market in Wamena

https://www.cnnindonesia.com/


自然環境
社会環境

食選択
food choices 

健康

生態学的多様性の減少
土地利用の変化

・サゴの森の管理の放棄

・ アブラヤシのプランテーションや鉱山開発

生活習慣病 (NCDs)

・開発途上地域では特に深刻
感染症との“double burden”

・医療資源の乏しさと、長引く治療

ゆっくりと深刻化する

34Planetary Health
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４．食とプラネタリーヘルス

持続可能な食のありかたをめぐって
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Food system through planetary health

The EAT-Lancet Commission 

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/



• 25% of greenhouse gas emissions come from agriculture 

• 40% of all icefree land surface is used for agriculture

• 50% of fresh water is used for agriculture 

食糧生産が自然環境に及ぼす影響

農業の地球への負荷

土地利用の変化と生態系の攪乱

• 森林の伐採→ 集約的な農業 （農薬・化学肥料の使用）
• 連作による土壌の劣化、昆虫種の減少、生産量の減少

人が食べるために栽培されている植物は5000種類以上あるが、

世界の食糧供給の4分の3は、たった12種の植物と5種の家畜動物でなりたっており、

4つの作物（小麦、コメ、トウモロコシ、大豆）が、地球の全農地のうちの半分を占めている
(Martin et al. 2019)



Eating = Consuming natural resources

生存のために必要なエネルギーを、自然環境から得ている

BMR, Basal Metabolic Rate 

最低でも必要なエネルギー ： 1500 kcal/day

(肝臓:21%, 筋肉:22%,脳:20%)

日常生活：約2000-2300 kcal/day
※20代、性別や運動量による

38

240kcal 80kcal

一日に必要な栄養量
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◆ Undernutrition 
摂取エネルギー量の不足

>>wasting, stunting, underweight 

◆ Nutrition deficiency 
食事の質の不良

>>vitamins or minerals deficiency

飢餓に苦しむ人は世界中で8億人いる

過体重 : 22 億人 （肥満症: 2億人）

「栄養不良」 の2つの側面
“double burden of malnutrition”

◆Overnutrition 
過体重、肥満症(overweight, obesity)

>> resulting in diet-related NCDs

Coexistence at all levels of the population
—country, city, community, household, and individual

BM Popkin, et al. The Lancet, 2020 



The Planetary Health Diet

“A diet that includes more plant-based foods and 
fewer animal source foods is healthy, sustainable, 
and good for both people and planet.”

• 赤身肉は特に、他の食品に比べて環境負荷
が高いため、できるだけ選択しない

• 世界の穀類生産のうち、

55% ：人が摂取する

36%：家畜の飼料

9%：バイオ燃料
40

The EAT-Lancet Commission 

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

プラネタリーヘルスの達成のために、推奨される食事

Cassidy ES, et al. Environ. Res. 2013



持続可能な食をめぐって

1. プラネタリーヘルス： 「矛盾」のジレンマに目を向ける

- 人口増大、長寿化は、公衆衛生上の成功

- 一方で、地球環境へは大きな負荷となる

→ 人と地球に良い食選択は可能か？

２． 地球に対する管理責任（Planetary stewardship）

-人間による 「持続」、「保全」という考え方で十分か？

-地球の生態学的レジリエンス（回復力）を高めるためには？

「食」の課題へ、多分野からの参入が必要

-地域の固有性、環境・文化の視点が不足している

-学際的な研究＋食の実践を通じて、食の変革を…！

モハーチ・ゲルゲイ、木村友美（2022）「プラネタリーヘルスと食の変革――人と地球の健康から「バックループ」の実験へ」
稲村哲也、山極寿一、清水展、阿部健一編著『レジリエンス人類史』京都大学出版会


