
始めに
　ここ約30年間日本女性の平均寿命は図１に示すよう
に、群を抜いて世界一を続けており、男性もそこまで
ではないが、１位前後を推移している。この世界有数
の長寿国となっている原因はいろいろ考察されている
が、その一つは明らかに日本食にあると考えられてい
る。
　現に、以前は世界一の長寿国日本の中で最も長寿を
誇っていた沖縄県が、食生活の米国化により男性の平
均寿命については、日本の平均値以下にまで下がって
しまった事実は、食生活の重要性を見事に示している1）。
かつての沖縄食に限らず、日本食自体が健康食と考え
られている観点から日本食を見直すと、その食事の基
本構成において健康指向という大変重要な事実に気付
かされる。
　例えば「うどん」を取り上げて考えて見ると、おい
しくて栄養があるうどんは、単なる麺からのみなる「素
うどん」ではなく、てんぷら、鴨の肉、油揚げなどを
加えている。これらの添え物を我々は「かやく」と言

うが、「かやく」は漢字で加える薬と書く。さらにネ
ギやショウガを加えて、よりおいしく健康的なうどん
にするが、このネギやショウガを薬味と言う。
　バランスよく栄養があっておしいうどんは、健康に
良い素材を加えて作成した「薬膳の概念」が詰まって
いる。このように日本食が有する、ベースとなる食材
に加薬、薬味といった栄養豊富なまたは体調調節機能

（食品の第３次機能）を有する素材を加えて、料理を
おいしく健康的なメニューに作り上げてゆく薬膳的考
え方を、新しい日本食の在り方として提案したい。言
い換えると、日本食を薬膳的観点から見直し、その食
事を食べる事により健康の改善が得られる新しい日本
食を開発してゆく方法論を展開させて頂く。

日本における薬膳の問題点
　中国における薬膳は古来の中医学に基づき、分類さ
れたそれぞれの気質のヒトに対し供給されるメニュー
である。その気質分類の中には、既に病気であるヒト
も含まれているので、病気の治療食まで含めた非常に
広範囲で、優に三千を超えるメニューが薬膳には存在
する。ところが、現在中国にある薬膳のメニューのう
ちで、日本国内でそのまま料理できるものは、数がか
なり限られている。
　数が制限される大きな理由は、効果のある薬膳メニ
ューを作ろうとすると、特定の漢方薬、または漢方の
素材となる食材を使用しなければならない。そのよう
な食材は、中国のスーパーにおいてはどこでも購入で
きるが、日本では通常には入手困難であるものが少な
からずあるからである。
　またたとえ入手できてその素材を活かした料理を作
成しても、日本では薬機法（旧薬事法）および食品衛
生法に抵触するケースが多く存在する。すなわち、中
国の薬膳には数千の処方があるが、そのかなりのメニ
ューが日本では医薬品に該当するものを含んでいるた
めに実際には利用できない。それ故に本格的な中医学
に基づいた薬膳は、日本で一般向けに広げようとして
も事実上不可能と言って良いのである。
　さらに、日本食の健康に寄与している大きな原因食
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図１　世界の平均寿命の比較
厚生労働省ホームページより引用（http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/03.html）
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材の一つに魚があることは多くの研究結果が示してい
るが2）中国の伝統的薬膳には魚としては鯉が出てくる
位で、数は限られている。ましてやイワシ、サンマ、
サバ、ブリといったn-3系脂肪酸を多く含む健康によ
いとされる青魚は基本的には利用されていない。
　さらに、中医学の薬膳は伝統があり古くから実践さ
れてきた故に、現代日本人の健康維持にそぐわない食
材が比較的多く使用されている。その食材の一つは砂
糖である。薬膳が開発され始めた頃の一般庶民は食べ
物自体が粗末であったので、エネルギー不足のヒトに
は糖質の十分な補給が必要であった。従って砂糖やト
ロミとしてのデンプンが結構使用されているメニュー
がそれなりにあることも問題である。

日本食を薬膳に
　前述のように日本で伝統的な中医学に基づいた薬膳
を作ろうとすると、幾つかの困難を伴っている。そし
て実際に行われている日本の薬膳を見てみると、薬機
法にかかる食材が除いてあるか代用食材が入れてあ
る。さらに、何よりも中華料理的要素が強いので、そ
の幾つかの料理は多くの日本人にとってあまり美味し
く感じない。そうしたことが原因となり、伝統的薬膳
には興味を持って飛びついたヒトでも、長続きせず、
日常食に利用されていないケースが多い。健康状態に
変化をもたらすための食事は、長続きできることが重
要である。
　そこで日常的に食べている日本食を、世界一の長寿
食とされる観点から見直して、薬膳的に捉えて新しい
健康食を開発することは意義のあることである。もち
ろん昭和40年代以降の日本の食事は、伝統的な日本食
以外にも大衆食として中国、イタリア、フランス等の
諸外国のメニューを模して日本風にアレンジされた食
事が多く供給されている。
　これらの日本で現在普通に食べられている洋食メニ 
ューも含めた日本食を新しい薬膳として開発すれば、
日常生活にすぐ役立てることができ、食生活の改善に
役立ち、結果として日本が今抱えているメタボ、高血
糖、高血圧、高脂血症などの食生活に起因する不健康
状態に対し大きな改善が見込めると考えている。ただ、
いくら体に良いと言われても毎日食べる料理は美味し
くなければならない。
　ところが、美味しいという感覚は、かなり相対的な
もので、外国で美味しいと言われているメニューでも
日本人にはなじまない味があるし、その逆もある。従
って、最も普通に日本で食べられている食全体に薬膳
的介入を行い、美味しい料理を開発することを提案した

い。

薬膳素材としての保健機能食品
　日本食を薬膳的に捉えて新しいメニューを開発しよ
うとすると問題となるのは、料理に使用できてかつ体
に良い食材をどのように調達するか、そして調達でき
た食材に本当にその効果が期待できるか、という点で
ある。そんな観点から見回すと日本には保健機能食品
という健康改善機能に関して科学的エビデンスの裏付
けを持って表示されている食品が多数出回っている。
この保健機能食品は、特定保健用食品（トクホ）、栄
養機能食品、そして昨年４月に発足した機能性表示食
品からなる3）。

図２　保健機能食品の分類
消費者庁ホームページ　「機能性表示食品って何？」
より引用（http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.
pdf）

血圧上昇を抑える
血糖値上昇を抑える
身体的な疲労を改善する
肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する
精神的ストレスを緩和する
目や鼻の不快感を緩和する
腸内環境を改善する
高めのBMIの改善に役立つ
目のピント調節機能をサポートする
健やかな眠りをサポートする
ヒザ関節の動きの悩みを緩和する
緊張感を軽減する
認知機能の改善をする
肝機能を改善する
骨を丈夫にする
歯の健康を守る

表１　 特定保健用食品および機能性表示食品に認めら
れている保健機能表示例

平成28年7月25日の消費者庁をホームページを参考に
して作成
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　これら保健機能食品は、表１に示すような、血糖や
血圧の上昇を抑える、疲れをとる、体脂肪が減る、健
やかな眠りにつける、骨や歯が丈夫になる、お腹の調
子が整う、ひざ関節機能を滑らかにする、お肌の潤い
を保つ、記憶力を良くする等の体に良い機能を言って
も薬機法違反にならない。
　そこで保健機能食品のそれぞれがどんな食材から構
成されているかを調べて見ると表２のようになる。ト
クホはその制度が一般食品形態であることを基本的に
要求しているので、７月下旬現在で登録されている約
1250品目のほとんどがお茶、ジュース等の種々飲料、
麺、おかゆ、納豆、ヨーグルト、スープ、シリアル、
ソーセージ、即席麺、豆腐、ハム、パン、ハンバーグ
等の一般食品の形態である。
　栄養機能食品は登録制度でないので正確な数字は把
握できないが、ネット上の広告等から判断すると2千
品目以上ある。しかし、その多くはビタミン、ミネラ
ルと言った素材の特性から多くが、錠剤、カプセル型
である。しかし、中には葉酸や鉄を必要量含んだおか
ゆ、お米やカルシウムを含んだウエファース、クッキ
ーのような一般食品形態も幾つか存在する。
　昨年４月に発足した機能性表示食品は７月下旬で約
350品目あり、このうち約200品目弱がトクホと同じよ
うな食品形態である。中にはミカン、もやしなどの生
鮮食品まで出ている。筆者の研究室の管理栄養士の大
学院生に保健機能食品を利用した実際のメニューを作
らせ試食しているが、美味しいレシピがいくつも作れ
ることが明らかになってきている。

約６千万人の人達の食生活のために
　筆者は食べることによって血糖値が上がりにくいと

か、血圧の上昇を抑制するというような機能を有する
美味しい食事に大きなこだわりを有している。それは、
我々は病人も含めて食生活を変化させることで、大き
く健康状態を変化させることができるからである。こ
のことは医療現場において実践され、大きな成果を挙
げている栄養療法や小生の実体験に基づいての確信で
ある4）。
　平成26年の医療費の総額は40兆円に達し、その内訳
をみると半分以上が65歳以上の人達の医療費である。
今後ますます高齢者社会になるので、国家として非常
に深刻な問題である。多くの医療費を必要とする疾患
を平成26年の死因から見てみると、がん、心疾患、肺
炎、脳血管疾患の順となっている。この４つの疾患は、
非常に多くの臨床試験や、疫学調査によって食生活と
かなり密接に結びついていることが明らかである。
　血圧、血糖値、中性脂肪、コレステロール、γ-GT
などについては適切な食生活でかなり改善されること
が示されている。これらの検査値が異常で食生活の改
善により健康状態の改善をはかることのできるヒトの
およその数は次のようになる。
・ 食べても血糖があがりにくくカロリーを抑えた食事

を必要とする糖尿病、その予備軍、メタボのヒト約
4000万人

・ 血圧の上昇を抑えることができる食事を必要とする
血圧が高いヒト約4300万人

・ 中性脂肪やコレステロールが上昇しにくい食事を必
要とする高脂血症のヒト約2000万人

・ 腎機能を改善できる食事が必要な慢性腎不全
（CKD）のヒト約1300万人

・ 表１に掲載されているような症状を改善したいヒト
数千万人

食品 食品のおよその数 錠剤カプセル型でない加工食品 科学的エビデンスのレベル

特定保健用食品 約1250品目

お茶、ジュース等の種々飲料、麺、
おかゆ、納豆、ヨーグルト、スープ、
シリアル、ソーセージ、即席麺、豆腐、
ハム、パン、ハンバーグ等

ヒト臨床試験でその効果が確認され
ており、国が認めている

栄養機能食品 約2139品目
ビタミン、ミネラルを必要量含んだ
ジュース、お茶等の飲料、おかゆ、
お米、ウエファース、クッキー等

ビタミン、ミネラル豊富な食品なの
で、その効果に関しては最もエビデ
ンスがしっかりしている

機能性表示食品 約340品目
お茶、ジュース等の種々飲料、おか
ゆ、ご飯、ヨーグルト、スープ、ソー
セージ等

ヒト臨床試験が行われているか、徹
底的な文献検索によってエビデンス
が確保されていることを企業が保証

表２　保健機能食品の概略
特定保健用食品および機能性表示食品は平成28年7月25日の消費者庁をホームページを参考にして作成、栄養機能
食品は同日のネット上の広告を参考に作成した
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　以上のような食事を必要とする人は総計すれば全国
民の数を上回ってしまうが、重複する方々を差し引い
た人数でざっと計算してみても6000万人位はいると推
測される。少なくともこれらの人達は、本物の味が大
切などと言って食べたいものを食欲のままに食べるこ
とは、明らかに体に悪い。
　しかし、我々は食べたいものが目の前にあって、食
べられない、という状態は非常につらいものである。
そのことが、食生活改善をしようと奮い立ってもでき
ない大きな原因である。まさに、分かっていてもでき
ないことの一つである。そこで、彼らが食べたくて食
べる日常食に彼らの体の異常を改善する機能が備わっ
ていれば、該当者にとってこれほどありがたい食事は
ない。そうした食事が保健機能食品を有効に利用した
メニューでかなり実現できることが明らかとなってき
た。

健康指向メニュー日本食の名称
　我々の研究室ではこれら保健機能食品を使用してた
くさんの美味しい食事メニュー作成を試みているが、
その中でおいしかったメニューのキャッチコピーとそ
の主材料をいくつか紹介する。
・ 骨を丈夫にし、おなかの調子を整える「テンサイノ

ウミソヨーグルト」
主材料：「おなかの調子を整える」の表示があるビ
フィズス菌を含んだヨーグルト、「カルシウムが骨
になるのを助ける」の表示のあるビタミンKを豊富
に含んだ納豆およびおなかの調子を整えるオリゴ糖
を含んだテンサイ（甜菜）糖（ノーミソの名称の由
来は納豆の納および隠し味として用いる少量の味噌
に由来する）

・ 記憶力をサポートし、骨を丈夫にするサバ水煮の中
華風サラダ
主材料：「記憶力をサポートする」の表示がある
DHAを含んだサバの水煮と「骨の健康が気になる
かたに」の表示のある大豆イソフラボンを十分含ん
だもやしを中心的材料として中華風サラダに仕上げ
る

・ 葉酸が摂れて記憶力を良くし、コレステロールを抑
えてくれるトマトソースのツナリゾット
主材料：葉酸を含んだおかゆと「コレステロールの
気になる方へ」の表示のあるリコピンの豊富なトマ
トジュースおよび「記憶力をサポートする」の表示
があるDHA、EPAを含んだツナ缶を主材料として
作成

・ お酒を飲んだ後の、高めの血圧を抑え、健やかな眠

りをサポートし、肌の潤いを守る〆のおかゆとお茶
とゼリー
主材料：「血圧が高めの方へ」の表示のあるGABA
を含んだおかゆと「健やかな眠りをサポートする」
の表示のあるテアニンを豊富に含んだ麦茶および

「肌の潤いを守る」の表示のあるセラミドを含んだ
ゼリーを主材料として作成

　その他たくさんのメニュー作成を試みたがその一部
を紹介した。ところでこうした新しい薬膳タイプのメ
ニューに何か良い名称はないものだろうかと考えてい
る矢先に非常に適切な名称に遭遇した。筆者も会員で
ある（一社）日本薬膳学会（高木久代代表理事）が東
京で開催した「薬膳からみた食と健康セミナー」にお
いて、学会が目指している日本人の体質、食環境を考
えた伝統的中医学の薬膳と現代西洋医学の科学的側面
を取りれた新しい薬膳のメニューを総称して「健美・
和膳」と名付けていることをパネルディスカッション
の席で公表された5）。
　高木久代学会代表理事は「健美・和膳」をおよそ次
のように定義をしていた。「エビデンスのある健康機
能を有する食材をかやく（加薬）またはやくみ（薬味）
として用いて作成する日本人向けの美味しい健康食」
　ここで、エビデンスのある健康機能を有する食材と
は、従来の薬膳に用いられている漢方食材（例、ショ
ウガ、ニンニク、クコ、山査子、桂枝、ナツメ、豚肉、
山芋等）および日本の国が保健機能表示を許可してい
る保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品、機
能性表示食品）等を指す、とのことであった。
　和膳と言うと「和食のみのように捉えられるので
は？」というパネルディスカッションの席で出た質問
に対し、高木氏は「この和膳の和は、和食の和ではな
く、和人の和を指していて日本人向け、という意味で
す。」と回答していた。実際にこのセミナーのサブタ
イトルは、「夏をのりきる薬膳フレンチフルコースと
ともに」、となっておりフレンチに薬膳素材を取り入
れた美味しくて低カロリー、低塩のフルコースが提供
された。
　前述の筆者が提案した保健機能食品を利用し薬膳的
概念を取り入れた日本人向けの新しいメニューは、正
にこの「健美・和膳」に該当する。この名称には「薬」
という漢字がないが、これもある意味で素晴らしい。
何故なら私見ではあるが、いわゆる薬膳を食べる時に
漢方薬的食材が原因と考えられる独特の違和感を感ず
ることがしばしばある。
　ところが、筆者の研究室の管理栄養士に作成させた
保健機能食品を素材としたメニューは、試食してみる
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と普通の美味しい食事である。この観点から「健美・
和膳」は薬臭いというイメージを一新しているので、
筆者の提案するメニューを表す名称として「健美・和
膳」を使用させて頂くことにした。市販されている３
種類の保健機能食品を利用して多くの消費者が抱えて
いる健康問題を改善することに役立てられて、日常的
に簡単に作ることができる健康食メニューを「健美・
和膳」の一分野として開発している。

終わりに
　機能性表示食品制度が発足してもうすぐ１年半にな
る。すでに登録された食品の品目数は７月下旬で350
品目ほどになっている。この制度が発足した当初に筆
者はサプリメント形状の商品が多く出ることを予測し
ていた。実際昨年の６月頃まではそうした様相が少し
見えていた。その後、生鮮食品のミカンやもやしなど
と並行して、缶詰、ご飯、ソーセージなどと加工食品
タイプが多くなり、総数としては70％近くが加工食品
となっている。
　筆者はこの傾向を歓迎的に捉えている。何故なら、
一般消費者が錠剤、カプセル型の食品を摂取するとき、
多くの方々が医薬品的効果を期待しているからであ
る。その期待は結局大量摂取につながり健康被害の発
生につながる。ところが一定容積を占める食品となる
と毎日多量に摂取することが困難になるので過剰摂取
になる可能性がぐっと低くなる。高濃度茶カテキンが
トクホでは全く問題がないのに、カプセルとして茶カ
テキンが販売された国外では、危険な健康食品となっ
てしまっている例が端的にその事実を示している。
　したがって、筆者は今後も保健機能食品は加工食品
および生鮮食品で多く出てくることを期待している。
そしてその期待を大きくする原因の一つは、先述の健
美・和膳的な考え方を普及させ、国民一人一人の食生
活改善手段として、より健康的な食環境が提供できる
ようになれば、日本人の健康寿命の延伸ができると確
信しているからである。
さらにもう一つの期待は、日本食品の海外進出を容易
にできる、と考えている点である。それは国外の多く
の人達は、日本食が健康に良いという事実は感じてい
るところであるが、実行しようとするときに多くの困
難が伴っている。そこでこの健美・和膳という概念を、
より積極的に、健康指向で美味しく開発された日本食
メニューとして海外に宣伝をしてゆけば、外国におい
てもこれら加工食品を簡単に使用することで日本食を
作ることが可能となる。これを武器にすれば生鮮食品
も含めた日本食品の海外進出を容易にできるからであ

る。
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