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することはできない．

他の多くの国と同様に日本でも，1990 年代の

中頃から後半以降，糖尿病の疑いのある人が著

しく増加している．しかし，この増加は，エネ

ルギー摂取量が着実に減少した（2210 kcal ／人

／日から 1861 kcal ／人／日）1970 年からデー

タが存在する直近の年である 2009 年までの時

期に集中している．炭水化物摂取量（アルコー

ルを含む）も同じ時期に減少している．したがっ

て，糖尿病の疑いのある人の増加原因を過度の

カロリー摂取または炭水化物摂取に求めること

はできない．それよりもむしろ，日本人が高度

に精白した米や精製したパンを主食として好ん

でいることを考えれば，食物繊維の低摂取やグ

リセミックインデックスの高さが糖尿病増加の

原因である可能性がある．しかし，これらの変

数についてはデータがなく，食物繊維が報告対

象になったのは 2001 年になってからにすぎな

い．

有益と思われるデータが調査対象から除外さ

れているというこれらの問題の他，調査データ

の大部分は行政に関連した仕事をしている研究

者しか利用できない．さらに，利用可能なデー

タは未加工の元データではなくて，食品項目の

編集といった加工後の集計結果である．調査の

設計およびデータの質の管理に関する包括的な

報告書がないため，データの質が保証されてい

ないことも問題である．調査方法を改善するた

めの取り組みはある程度はなされているものの，

政府の報告書における調査方法の記述は不十分

であり，データの質の管理については何も記載

されていない．たとえば，回答者が食べた食事

を計量しなかった場合には通常，標準的な１人

分の量が用いられるが，その標準化の方法は公

表されていない．その結果，たとえば，エネルギー

摂取量が減少傾向にあると認識されているが果

たして本当なのかどうかを報告書から判断する

日本食が日本人の健康や長寿の一因なのでは

ないかとして，日本食に世界的な関心が集まっ

ている．日本食は西洋の食事とは全く異なり，

健康的な食事を追求する世界中の人々にとって

模範とみなされることも多い．しかし，日本食

は日本人の健康改善に本当に貢献しているのだ

ろうか．伝統的な日本食と日本人の健康や長寿

との間には関連はあるのだろうか．この一般的

な仮説を証明するデータはあるのだろうか．

日本政府は 1948 年以降毎年，国民健康・栄

養調査という全国的な栄養調査を欠かさず実施

してきた 1．この間に調査方法が少し変更された

ものの， 1 日または 3 日間の半秤量式食事記録

法が継続的に使用されてきた．2004 年以降，約

9000 人が毎年この調査に参加している．

日本では 1960 年から 1975 年にかけて食事

の西洋化が著しく進み，平均脂質摂取量が 20g

／人／日から 55g ／人／日へと増加した．

この時期に，脳卒中および胃がん——当時の

日本の二大慢性疾患——による年齢調整死亡率

が低下し始めた 2, 3．1950 年代には一部地域の

農民の塩分消費量が最大 27g ／人／日ときわめ

て高かったことを示す報告書もある 4．国民栄養

調査によれば，平均塩分摂取量は 1972 年まで

に 14.5g ／人／日にまで減少している．したがっ

て，日本人の食事の西洋化はこの時期の健康リ

スクを減少させるのに役立ったと言えるだろう．

それにもかかわらず，今なお，西洋人は主に脂

肪摂取量が少ないという理由で日本の食習慣に

魅力を感じている．しかし，データの示すとこ

ろでは，1975 年から 2009 年にかけて，全エネ

ルギー摂取量に占める脂肪摂取量の割合が平均

21％から 26％へ漸増する一方で，冠動脈硬化性

心疾患による年齢調整死亡率は減少している 5．

但し，飽和脂肪酸その他の脂肪酸の摂取量に関

するデータがないため，食事の変化が死亡率の

増減にどのような影響を与えたかを正確に説明
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利益相反がないことを宣言する．

1 Katanoda K, Matsumura Y. National Nutrition 
Survey in Japan: its methodological transition and 
current findings. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002; 
48: 423–32.

2 Liu L, Ikeda K, Yamori Y. Changes in stroke 
mortality rates for 1950 to 1997: a great 
slowdown of decline trend in Japan. Stroke 2001; 
32: 1745–49.

3 Tanaka M, Ma E, Tanaka H, Ioka A, Nakahara T, 
Takahashi H. Trends of stomach cancer mortality 
in eastern Asia in 1950–2004: comparative study 
of Japan, Hong Kong and Singapore using age, 
period and cohort analysis. Int J Cancer 2011; 
published online March 21. DOI: 10.1002/
ijc.26080.

4 Sasaki N. The relationship of salt intake to 
hypertension in the Japanese. Geriatrics 1964; 19: 
735–44.

5 Ueshima H. Explanation for the Japanese paradox: 
prevention of increase in coronary heart disease 
and reduction in stroke. J Atheroscler Thromb 
2007; 14: 278–86.

6 Iwaoka F, Yoshiike N, Date C, Shimada T, Tanaka 
H. A validation study on a method to estimate 
nutrient intake by family members through a 
household-based food-weighing survey. J Nutr Sci 
Vitaminol (Tokyo) 2001; 47: 222–27.

ことはできない．減少幅が，データ収集方法の

変更，過小申告など回答者の行動の変化，また

は回答者の年齢分布の変化によりバイアスがか

かっている可能性があるからである．

この調査は従来，世帯を単位として実施され

てきたが，現在は世帯内の食事量の計測と世帯

構成員間で共有される食事の割合の概算を組み

合わせた方法に変更され，個人の摂取量が推計

されている．推計食事摂取量の妥当性は，結果

に大きな影響を与えるにもかかわらず十分に検

討されておらず，回答者の能力や共有される食

事の多様性はまったく考慮されていない 6．さら

に重要なことは，解析対象の回答率や回答者の

選定基準，解析対象者の身体組成または健康状

態が報告されていないことである．栄養素に関

しては，主要な脂肪酸の摂取量も，主要な炭水

化物（ショ糖や果糖を含む）の摂取量も報告さ

れていない．エタノール（アルコール）や水の

摂取量も無視されている．その結果，この調査は，

栄養・健康分野の証拠を築き上げることにはほ

とんど役立っていないであろう．現在の方法で

実施され，報告され続ける限り，この調査が健

康改善のために十分活用されることはないかも

しれない．これは日本にとって，ひいては世界

にとっても，深刻な損失である．
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