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資料

秋 田の 食 と健康 と土を 考え る*1

金田吉弘*2・茅野充男U ・勝野美江*3・菅原まり子*4・杉山俊博同 ・佐藤 敦*2
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1.はじめに

「食の商品化」が進む我が国では， I土一食一健康」あるい

は「土草家畜ー食ー健康」のつながりは断たれ， I食」の

安全d性への不信感が増している.BSE問題はその典型的

な例であった.また，最近我が国で許可されていないクロ

ピラリドとし、う除草剤の混入した飼料の輸入が原因で農作

物に被害が出るとし、う問題も報告されている.土と食の連

闘が断たれ，経済性だけで食が扱われると，思いもよらぬ

大きな被害が環境とか健康に現れることになる.食は基本

的に地域の自然環境の中で、特有の文化のーっとして発展さ

れるべきものである.このような食を巡る状況を背景にし

て，平成 18年日本土壌肥料学会秋田大会では公開シンポ

ジウム「秋田の食と健康と土を考える」が企画された.ね

らいは，秋田の豊かな土壌で培われた安全で良質な食とそ

れをもとにした健康の推進，それを活かす食育のあり方に

ついて討論し，健康に望ましい食習慣の実現や食の安全に

ついて自ら考える風土を創ることや， I食材」を生み出す

「土」などの地域環境を育み「農と食と人 ・健康」の豊か

なつながりをとりもどすことのきっかけにするということ

であった.

2. 地域での食育の推進に向けて

食育基本法が平成 17年 7月に施行され，これに基づく ，

「食育推進基本計画J(以下「基本計画J)が，18年 3月に
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作成された.食育基本法が制定された背景には，①「食」

を大切にする心の欠如，②栄養バランスの偏った食事や

不規則な食事の増加，③旧満や生活習慣病の増加，④過

度の痩身志向，⑤「食」の安全上の問題の発生，⑥「食」

の海外への依存，⑦伝統ある食文化の喪失といった食を

めぐる問題がある.こうした問題を解決し， I様々な経験

を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し，健全

な食生活を実践することができる人聞を育てる食育を推進

すること」が求められている.

国レベルでは，とりまとめ役の内閣府を中心に，学校に

おける食育を推進する文部科学省，健康づくりの仕事をし

ている厚生労働省，食の生産，製造 ・加工，流通，消費と

いった一連の流れの中での食育を農林水産省が担当し，各

府省で役割分担をしながら連携して食育に取り組んでい

る.

1 )食育を進める上でのキーワード

基本計画で示されている「基本的な方針」のキーワード

を拾っていくと，①楽しく家族で食卓を囲む機会を持つ

ように心がける，②食べるということは動植物の命を受

け継ぐこと，③食生活は生産者をはじめ多くの人々の苦

労や努力に支えられていることが実感できるような様々な

体験を促進する，④“もったいない"という心を育む，⑤

食育の推進は国民自ら取組み，国民が主役となった国民的

広がりを持つ運動として推進してし、く，⑥先人によって

培われてきた多用な食文化を後世に伝える，⑦時代に応

じた優れた食文化や豊かな味覚を育んでいく，⑧食料の

主な生産の場である農山漁村の活性化と食料自給率の向上

に資するよう施策を講じる，⑨食品の安全性を確保する

ために食品を提供する側のみならず，消費者も食品の安全

性をはじめとする食に関する知識と理解を深めるよう努

め，自らの判断で正しく食品を選択していくことが必要で

ある，といった点があけ.られている.

2 )地域での実践に向けて

基本計画の中で促進すべき事項として位置づけられてい

る農林水産省に関係する施策には，農林漁業の体験活動の

推進，都市と農山漁村の交流，地産地消(学校給食におけ

る地場産物の活用は米飯給食の一層の普及 ・定着)，食品

リサイクル， I食事バランスガイド」を活用した日本型食
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生活の実践，地域の郷土料理や伝統料理に関する情報提供

といった様々な取組みがある.

基本計画では，食育の推進にあたっての 9つの目標値が

示されている.その中で，食育推進計画を作成 ・実施して

いる都道府県の割合を平成 22年度までに 100%，市町村

は50%以上とすることを目指すとされている.すでに，

北海道，岩手県，群馬県，熊本県，鹿児島県など各地で食

育推進計画が作成されている.この他にも年度内に作成す

ることを目指して検討を始めているところが多く見られ

る.食育は，国レベルでも各府省が連携して取り組んでい

るが，地方公共団体段階でも，教育委員会，健康部局，農

林水産部局といった各部局が連携しなければ進めることが

できない.そして，民間レベルでも，関連する様々な団体

が連携してはじめてより有意義な取組みが展開できるのだ

と思う.誰かがやってくれるだろう，では食育の取組みは

進んでいかない.地域で食育に取り組む際には，地域の抱

える課題を洗いざらい広げて，自分にできることを拾って

いく作業が必要である.

これから，食育をキーワードに地域おこしを行っていこ

うと考えられている方がし、るかもしれないが，その際に

は，地域の抱える問題点をきちんと把握し， 関係者がきち

んとその課題を受け止める役割分担の下に取り組んでいた

だければと考えている勝野美江)

3. 食の国あきたの推進

1)食の宝庫秋田

秋田県は，米を中心に高品質な農産物，海の幸，山の幸

など，豊富な食材の宝庫であり ，これを毎日の食卓に活か

す知恵と技が家庭や地域で伝えられてきた.

秋田の食の特徴として

①米と雪が独特の発酵食文化を作り ，酒，みそ，漬け

物など，秋田の食を豊かにしてきた.

②ハタハタも飯ずし，しょっつるなどで年中利用.

③比内地鶏，しぼり大根など地域独特の食材が豊富.

などがあげられる.

2 )進む地産地消

秋田県の食料自給率は平成 16年度で 141%と北海道に

ついで第 2位となっているものの，米を除いた自給率は

17%と米への依存度が極めて高い.

近年，米価格の低落もあって農業産出額は年々減少し，

野菜や果樹の生産量も減少している.そうした中で女性グ

ループを中心とした直売所が平成 17年度には 186カ所，

販売額 32億円となるなど，生産者と消費者の架け橋とし

て，農村の活性化に貢献している.また，学校給食におけ

る県産野菜の供給割合は27%となり ，供給グループも 61

グループと年々増加している.

3 )食生活の変化

農業県である秋田県においても，ライフスタイルの変化

に伴い，食に対する意識や関心が薄れ，家族と楽しく食事

をする機会が減り ，若者や子どもたちを中心に，朝食の欠

食や偏食などの食生活の乱れが進んでいるほか，生活習慣

病の増加なども心配される状況にある.

食と農の距離も広がりつつあり ，改めて「食」のあり方

を見つめ直す必要が生じている.それには生きる上での基

本である「食」について自ら考える習慣を身につけ，食に

関する知識や食べ物を選択する能力を習得し，豊かな自然

の恩恵、に感謝しながら，その中で育まれてきた「あきたの

食Jを再認識するとともに，健全で豊かな食生活を実践す

るための力を育てる「食育」を推進することが重要となっ

てきている.

4 )しっかり食べて健やかに

このため秋田県では，平成 17年度から，これまで進め

てきた「地産地消」と「地域の食文化の伝承と創造」に加

え，r子どもたちなと.への食育の充実Jを柱とした「食の

国あきたJ推進運動を県民運動として進めることとし，県

民が主体となって家庭，学校，地域，行政などが連携 ・協

力して取り組んでいけるよう，それぞれの役割や具体的施

策 ・指標などを盛り込んだアクションプログラムを策定し

た.

このなかで， rしっかり食べて健やかに」をスローガン

①家族みんなで楽しく食事をしてね

②朝ごはんはちゃんと食べてね

③うす味でバランスのよい食事をしてね

④地物，句のものを味わってね

⑤食を通して「あきた」を知ろうね

の5つのテーマ毎にそれぞれのアクションを定めた.

このプログラムに基づき，秋田県では 17年度は伝統食

や県産食材を一堂に集めた「食の国あきた推進フォーラ

ムJや「地域のこだわりの食の祭典」食育研修会，キッズ

セミナーなどを開催したほか学校給食の地産地消メニュー

の開発，子どもたちの農業体験学習の活動支援，伝統野菜

の普及啓発など多彩な活動を進めてきた.また，3，000人

の食育ボランティアの皆さんや関係団体が，地域や学校，

保育所などで様々な活動を行っている.

5 )地域とともに手を携えて

今年度はこれまでの活動に加え，教育，健康増進，生

活，農林水産に関係する団体や企業がともに連携し，食の

国あきた県民フェスティパルを開催するほか，食育キャラ

パン，食の情報交流会などを集中的に行い食育の定着を図

ることとしてL、る.

食育が地域に根付き，家庭での食育があたりまえに行わ

れるためにはいろいろな活動を進めると共に，各地域で自

主的な食育活動を行っている団体やク'ループなどの情報を

共有し，食育を継続的に実践していけるよう ，食育活動を

コーディネートする全県的な食育推進体制の構築を図って

いくことが重要と考えている.

食育の輸を広げ，秋田県の気候風土に培われたすばらし

い秋田の食を健康面にも留意しながら，どう継承し，どう

創造していくのか.それがまさに私たちに科せられた課題
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である. (官原まり子)

4. 秋田の食を健康から考える

海，山に固まれている秋田県は食文化の宝庫であり ，コ

メと雪に育まれた発酵食品などの優れた食材や料理があ

る.本報では，このように秋田の食と農の豊かさを科学的

に評価し，全国のモデルケースとなるような長寿社会対応

型食品について解説する.

1 )秋田県特産食品から機能性食品の開発の現状につ

いて

①納豆成分を使ったサプリメントの開発

②マイタケ粉末の加工食品の開発

③味噌 ・醤油に含まれている機能性タンパク質 ・アミ

ノ酸を使用したサプリメントの開発

④ 酒 ・酒粕に含まれている機能性タンパク質 ・アミノ

酸を使用したサプリメントの開発

⑤秋田産キノコの産生物質の機能性食品化

⑥ビールのホップ成分で糖尿病改善薬の開発

⑦コメの生理機能性を活かした高齢者向け食品の開発

2 )がん・生活習慣病の予防，高齢者向け食品の開発

秋田県は，高齢化の進展が著しく ，がんや脳卒中などの

生活習慣病による死亡率が高い状況にあることから，高齢

期になっても健康で生き生きと暮らせる健康長寿社会を実

現することが重要な課題となっている.その一方で，本県

は発酵食品などの優れた食材や料理に恵まれた食文化の宝

庫でもある.生活習慣病の予防は食生活と密接に関係して

いる.

(1)コメ ・大豆の活性酸素消去能ーアンチ ・エージング

コメには α オリザノール，イノシ トール 6リン酸， ト

コフエロール，フエノレラ酸，ギャパ (y アミノ酪酸)等，

多くの生理活性成分が存在しており，これら物質のヒトに

おける生理機能評価が盛んに行われている.活性酸素はが

んや生活習慣病の原因物質として注目されている物質であ

り，その毒性を消去しうる物質群が活性酸素消去物質であ

る.大豆などの穀類をはじめ農水産物中に含まれる活性酸

素消去物質の探索 ・機能解析が急速に進んでいる.

(2)納豆の生活習慣病に与える影響

血圧，指質，血糖，肥満のいずれかの指標が 高い

47~81 歳の男女 52 人に約 1 カ月間， 朝食に 30 gの納豆

を日常的に食べてもらい，コ レステロール値，血糖値，血

圧，尿酸値などを測ったところ，高コレステロール群で、は

平均 7.7%，高中性脂肪群では平均 12.9%，それぞれの血

中濃度が低下した.血中のコレステロールや中性脂肪が多

い人には納豆が効果的であることが，国立循環器病セン

ターの北風政史臨床研究開発部長らの調査で、わかった.

(3)消費者の日本伝統食品への関心

健康のために主婦が利用している食品の利用頻度を調査

した結果 (r食品と開発Jvol. 38， N o. 10， p. 9より)，主

婦が家族や自分の健康を考える場合に利用している食品の

2001年と 1985年の利用頻度が大幅に増えている食品とし

て納豆を筆頭に，みそ，豆腐，わかめ，日本茶，のり等，

いわゆる日本の伝統食品が多くを占めている.日本人が長

い伝統を通じて使いこなしてきたこれらの食品が，健康の

維持，増進にとってどのような良い効果をもたらすか，最

近明らかになってきた.

(4)食習慣と寿命

生活習慣の中でも，食習慣が健康に及ぼす影響は大き

く，寿命までもが左右される.長寿県として名高い沖縄県

大宜味(おおぎみ)村と平均寿命が短い秋田県のある農村

との食習慣を比較してみると，長寿村は秋田の農村より肉

類を 2.5倍，緑黄色野菜を約 3倍，豆腐などの豆類を約

1.5倍食べ，果物の摂取量が多く ，食塩の摂取量が少ない

ということが報告された(大宜味村ホームページ).とこ

ろが，この“長寿県沖縄"に赤信号が灯ってきている.その

原因が食習慣の変化にあると思われる.

(5)人間の寿命は何歳まで延びるか

人間の寿命を最大限に延ばす最善の方法は，厳しいカロ

リー制限を行うことらしい.平均的な男性の場合， 1日当

たり約 1，800calで生活するのが望ま しい.

カロリー制限を実践している人は，これを事実だと考え

ているわけだが，人間については，まったく証明は行われ

ていない.一方で線虫，マウス，霊長類については，厳し

い食餌制限により， 寿命が延長することが明らかになって

いる.

世の中には食事法に関する本が数え切れないほど出回っ

ていて，沖縄の食生活に倣う，自分の DNAを調べてみ

る，大量のサプリメントを飲む，果物や野菜をたくさん食

べる，といった方法で若返りが可能だとうたっている.

3 )おわりに

秋田県は，全国に先駆けて高齢化が進んでおり ，rがん」
などの生活習慣病による死亡率が高い状況にある.このた

め，すべての県民が健康で生き生きと暮らせる健康長寿社

会の実現を目指し，r健康秋田 21計画」に基づいて，ス

ロー フードや地産地消，食育を通じて「食の国秋田jを再

発見し，県民の心と体の健康を図っている. (杉山俊博)

5. 秋田の土から安全な食の生産を考える

秋田県における食の代表は米であり ，農業産出額に占め

る米の割合は約 60%(2005年度)と東北地域で最も高い

状況にある.本報では，秋田の米/稲作を育んできた地形，

気象および土壌資源の特徴を概観し，水稲多収穫技術の土

台となった土づくりから帰納される安全な食を生産する土

壌の役割や機能について考えてみたい.

1 )秋田の稲作を育んできた自然立地環境と土壌資源

秋田県の北部は白神山系，東は奥羽山脈，南は鳥海山塊

と三方を山に固まれ，西は日本海に開けている.豊富な水

資源の約半分は積雪 として山に蓄積され，米代川， 雄物

川， 子吉川および八郎潟流域に展開する水田を潤す水資源

として利用されている.秋田県は北緯 40度 ・亜寒帯地域

に位置しながら，日本海を北上する対馬暖流の影響やヤマ



636 日本土壌肥料学雑誌第 78巻第 6号 (2007) 

セが奥羽山脈で遮られるとしづ立地環境にあり，夏季高温

多照冬季積雪寒冷という稲作に適した気象条件に恵まれ

ている.

秋田県の耕地面積 151，700haのうち 131，400ha (耕地

の86%)が水田として利用されている(平成 18年現在).

水田土壌の 81%に相当する 106，285haは第三紀地層を土

壊母材とする潜在的に土壌生産力の高い強グライ土壊(水

田の 27%)，グライ土壌(同 53%) および灰色低地土(同

20%)で占められている.

2 )米作日本ーを支えた「土づくり」

秋田県の農家は 1949~1968 年に実施された「米作日本

一J事業に異常なまでの意欲を燃やし，秋田県では米作日

本ーが 5名，東北一位が 15名それぞれ受賞している.

1960年には工藤雄一氏が 1，052kg 10 a-1とし、う驚異的な

記録で米作日本一に輝いている.これらの米作日本一を支

えた水稲の多収穫技術は排水対策，深耕，堆肥および土壌

改良資材の施用による「土づくり」が土台となっており ，

稲の養分供給に必要な化学肥料や雑草や病害虫防除の農薬

の施用技術が組み合わされている.

3 )安全な食の生産を支える土の役割と機能

作物/植物が吸収する栄養分は基本的に土壌養分に依存

している.たとえば，水稲が吸収する窒素栄養の約 65%

は地力由来の窒素で，残りの 30%前後が化学肥料由来の

窒素である.安全な食(=作物収穫物)を得るには作物が

土壌養分を最大限に利用し作物固有の遺伝/品種特性が十

分発揮され健全に生育することにあると考えられる.たと

えば，米作日本一の水稲栽培は地力を活かし，成熟後期ま

で根の活性を維持する水管理や土壌管理を行うことによっ

て登熟歩合 ・千粒重の高い(=高品質，良食味)米の多収

穫が可能なことを示している.

米作日本ーから帰納される安全な食を生産する土の役

割/機能は，①作物が健全に生育する養 ・水分を過不足な

く供給する貯蔵庫としての役割と，②作物根の活性が成

熟後期まで維持される根の健康に関する機能が十分備わっ

ていることにある.

一般に，①および②の機能を満たす土層を有効土層と呼

んでいる.わが国における代表的な重粘土地帯である八郎

潟干拓地における水稲やダイズの栽培試験においても，有

効土層が厚いほど土壌の養 ・水分供給能が増大し作物根は

深くまで伸長するため，作物の生育，収量は安定的に高ま

り，異常気象や病害虫に対する抵抗力も強いことが実証さ

れている.

4 )安全な食を守る「土づくり」の重要性

近年，土地利用型農業における圃場作業の大部分は機械

化され，機械の走行，作業が繰り返されるため作物根の生

育の場である有効土層が浅くなっている.有効土層のなか

でも作物根が最も多く分布する作土層では根の健康を維持

する通気'性や透水'性機能を担っている土壌の物理的環境も

悪化する方向にある.米作日本ーの水田作土層は 30cm

であったが， 現在の水田作土層は 8~11 cmに縮小してい

る.有効土層が浅くなると，作物の根圏域は狭くなり土壌

の養分供給能も低下するため肥料への依存度が高まり ，作

物の病害虫抵抗性も弱まるため農薬投入量も増えるという

悪循環に陥ることになる.さらに，有効土層の浅層化は土

壌の持っている環境浄化機能/環境容量の低下を招き，農

地から肥料や農薬が流出し環境汚染を招く一因にもなって

いる.このような背景から近年，化学肥料や農薬は食の安

全を脅かし，環境汚染を惹き起こす元凶であるかのような

誤解が蔓延しており，有機農法が奨励されている.しか

し，有機農法が，安全な食を生産するという科学的根拠は

これまでに得られていない.

安全な食を生産する土の役割は作物の基礎体力を育む土

壌養 ・水分を供給し生育後期まで根の健康を維持すること

にある.堆肥/有機物の施用は「土づくり」の基本であ

り，安全な食の生産にとって重要な要素の一つではある

が，必要最小限の化学肥料や農薬の施用も不可欠であると

考えている佐藤敦)
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