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表 1 「日本食品標準成分表2020年版（八訂）
」
（仮称）
におけるエネルギー値の算定方法2）

Ⅰ．はじめに
食事の構成成分の中で、量が多く、エネルギーを
産生する栄養素に、たんぱく質（protein）、脂質
（fat）、及び炭水化物（carbohydrate）がある。これ
らは macronutrients（日本語では「主要栄養素」
）
と呼ばれる。また、エネルギー産生栄養素（energyproviding nutrients）とも呼ばれ、特に総エネル
ギーに占める割合（
「％エネルギー」）とそのバラン

アミノ酸組成によるたんぱく質（g）
×4.0 kcalg
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量（g）×9.0 kcalg
利用可能炭水化物（単糖当量）
（g）×3.75 kcalg
糖アルコール（g）
×2.4 kcalg
食物繊維総量（g）
×2.0 kcalg
有機酸（g）×3.0 kcalg
アルコール（g）
×7.0 kcalg
注）組成の成分値がない場合は、当該成分に対してのみ従来法の成分
値による計算で代替する。

ス（いわゆる「PFC バランス」
）を論じる際には、

Ⅱ．本稿のスコープ

本質的な理解を促す言葉である。
エネルギーの供給源という意味からは、それぞれ

本稿では、エネルギー産生栄養素の中で、日本人

の栄養素における「エネルギー換算係数」が重要と

3）
の食事摂取基準（2020年版）
で扱われている栄養

なる。栄養素が由来する食品によって若干異なる

成分を対象とする。すなわち、たんぱく質、脂質

が、概 数 と し て は Atwater 係 数（た ん ぱ く 質 4

（うち飽和脂肪酸、n-6 系脂肪酸、n-3 系脂肪酸、コ

kcalg, 脂質 9 kcalg, 炭水化物 4 kcalg）が用い

レステロール）、炭水化物、食物繊維を取り扱い、

られる。なお、現行の日本食品標準成分表（日本食

総エネルギー摂取量については対象とはしない。ま

品標準成分表2015年版（七訂）
）では、食品（群）

た、各食品・食品群並びに食事パターンについて

1）
毎に異なるエネルギー換算係数（FAO）
を適用し

は、多少の言及はするものの対象外とする。エンド

ているが、2020年中に公表が予定されている「日本

ポイントとしては、脳卒中、虚血性心疾患の発症な

食品標準成分表2020年版（八訂）
」
（仮称）において

いしは死亡を主なものとし、必要に応じて血圧など

は、エネルギーの算定方法が変更される（表 1 ） 。

の循環器疾患リスクを採り上げる。そして、日本人

この新法によって、従来の方法よりも実際の摂取エ

3）
の食事摂取基準（2020年版）
及び動脈硬化性疾患

ネルギーに近づけることができるが、従来の方法で

予防ガイドライン2017年版4）等を適宜参照しながら

算出した値とは厳密には比較可能性が失われるの

解説を加える。

2）

で、今後留意が必要である。

なお、読者の多くは疾病の予防・管理という観点
からの興味・関心が中心と思われるが、一方、食
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品・栄養学という観点からの基本事項の理解も重要
と考え、「栄養素としての特性」についても解説し
た。
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与える影響を検討したメタ・アナリシス7）において

Ⅲ．たんぱく質

も、一定の結論は得られなかった。たんぱく質を多

1 ．栄養素としての特性と食事摂取基準における

く含む食品（例：赤肉、鶏肉、乳製品、卵、豆類、
種実類等）の栄養素等の組成や循環器疾患リスクに

各種指標
たんぱく質（
「蛋白質」
「たん白質」
「タンパク質」
等も用いられ、統一的な表記法がない）は、20種類
の L-アミノ酸がペプチド結合された化合物であり、

及ぼす影響を考えれば、単純には解明できないこと
が予想される。
多くの疫学研究では、血圧に対する影響を調べて

そのうち 9 種類のアミノ酸（「不可欠アミノ酸」
）は

いる。日本人の食事摂取基準（2020年版）3） におい

体内で合成できないため、食事から直接摂取する必

ても、高血圧の項（第 3 章 生活習慣病とエネル

要がある。また、たんぱく質の必要量を算定するに

ギー・栄養素との関連）で、植物性たんぱく質、特

際しては、アミノ酸組成を考慮する必要があるの

に大豆たんぱく質の摂取量増加が高血圧リスクを下

で、「日常食混合たんぱく質」を想定し、その利用

げるという知見8）について、記述がなされている。

効率を考慮したたんぱく質維持必要量が推定されて

以上のことから、たんぱく質の摂取量に関して

いる。成人の場合、体重当たりの必要量から「推定

は、まずは不足を確実に回避し、他のエネルギー産

平均必要量」及び「推奨量」が、摂取不足への回避

生栄養素とのバランスを考慮しながら、動脈硬化促

を目的として設定されている。一方、過剰摂取によ

進につながる食品の摂取が過剰とならないように、

る健康障害を回避するための「耐容上限量」につい

植物性のたんぱく質を十分に摂取することが、循環

ては、腎機能低下のリスクという観点から検討され

器疾患リスク低減に寄与すると考えられる。

ているが、十分な根拠無しということで設定されて

Ⅳ．脂

いない。
日本人の食事摂取基準（2020年版）3） では、生活
習慣病及びフレイルの予防との関連から「目標量」

質

1 ．栄養素としての特性と食事摂取基準における
各種指標

が検討されている。下限は主に、高齢者のフレイル

食品に含まれる脂質（lipids）のうち、栄養学的

やサルコペニアの予防という観点から論じられてい

に重要なものは、脂肪酸（fatty acid）、中性脂肪

る。そして、「たんぱく質の摂取不足は脳卒中のリ

（neutral fat）
、リ ン 脂 質（phospholipid）、糖 脂 質

スクになるとするコホート研究もあるが、コホート

（glycolipid）及びステロール類（sterol）である。

研究のメタ・アナリシス5）では両者に有意な関連は

脂肪酸には、炭素鎖の二重結合の数や位置により、

なかった」と記述されている。一方、上限について

飽和脂肪酸（SFA）
、一価不飽和脂肪酸（MUFA）
、

は、先に述べた耐容上限量を考慮しながら論じられ

多価不飽和脂肪酸（PUFA）があり、PUFA は n-6

ているが、「十分な科学的根拠はまだ得られていな

系脂肪酸と n-3 系脂肪酸に区分される。また、自然

い」としつつ、20％エネルギーと設定している。

界に存在する脂肪酸のほとんどはシス型で、トラン

2 ．たんぱく質と循環器疾患リスク

ス型はわずかである。中性脂肪は、グリセロールと

たんぱく質の摂取量を増やすことが、体重の減少

脂肪酸のエステルで、モノアシルグリセロール、ジ

や維持、脂質プロファイルの改善、血圧低下等を介

アシルグリセロール、トリアシルグリセロールがあ

して、心血管に関わる健康状態に及ぼす好影響につ

る。これらのうち、n-6 系脂肪酸と n-3 系脂肪酸は

いては、慎重な解釈が必要と言われている 。その

体内で合成することができない必須脂肪酸である。

理由として、たんぱく質摂取量の増加は、総エネル

また、脂肪酸は、炭水化物やたんぱく質と比較し

ギー、他の栄養素、個々の食品、並びに食事パター

て、1 g 当たり 2 倍以上のエネルギー価をもち、エ

ンの変化にもつながるので、総たんぱく質摂取量そ

ネルギー蓄積物質としても重要な役割を果たしてい

のものが循環器疾患リスクの決定要因であるかの判

る。食事性コレステロールは、体内で産生されるコ

断は難しい。また、たんぱく質の摂取源（例：植物

レステロールの約 1 ／ 3 〜 1 ／ 7 であり、必須栄養

由来 vs. 動物由来）の相違が、循環器疾患リスクに

素ではない。

6）
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これらのことから、日本人の食事摂取基準（2020

測定し、その中央値をもって目標量（上限）とす

年版） における脂質摂取量の推奨としては、必須

る」との判断がなされた。結果として、成人・高齢

脂肪酸が不足しないこと（n-6 系脂肪酸と n-3 系脂

者の目標量（上限）は 7 ％エネルギーとされ、前回

肪酸に関する「目安量」として設定）とともに、総

（2015年版）と同じとなった。しかし、その設定数

エネルギーに占める割合（すなわち、エネルギー比

値に至るまでの根拠データやロジックは大きく変更

率）として示されている。また、飽和脂肪酸につい

されているので、過去のもの（2010年版、2015年

ては、循環器疾患を中心とした生活習慣病予防の観

版）と比較することも興味ぶかい。

3）

点から、エネルギー比率として「目標量」が示され

また、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017 4）に
おいては、「適正な総エネルギー摂取量のもとで飽

ている。
また、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017 に

和脂肪酸を減らすこと、または飽和脂肪酸に置換す

おいては、「適正な総エネルギー摂取量のもとで脂

ることは血清脂質の改善に有効で、動脈硬化性疾患

質エネルギー比率を制限することは血清脂質の改善

発症予防にも有効である」（エビデンスレベル 1 ＋

に有効である」
（エビデンスレベル 1 ［
（質の高い）

［質の高い RCT およびそれらのメタ解析／システマ

4）

以 外 の RCT 及 び そ れ ら の メ タ 解 析 ／ シ ス テ マ

ティック・レビュー］
、推奨レベル A［強い推奨］
）

ティック・レビュー］、推奨レベル B［弱い推奨］）

とし、飽和脂肪酸エネルギー比率を4.5％以上 7 ％

とし、脂肪エネルギー比率を20〜25％とする食事を

未満とする食事を推奨している。

推奨している。

3 ．n-3 系、n-6 系脂肪酸
日本人の食事摂取基準（2020年版）3）では、n-6 系

2 ．飽和脂肪酸
前述したように飽和脂肪酸は必須栄養素では無い

脂肪酸に関して必須脂肪酸としての「目安量」の設

ので、日本人の食事摂取基準（2020年版） では、

定の他に、いくつかのメタ・アナリシス13）等を引用

主に循環器疾患発症との関連で上限が検討されてい

し、冠動脈疾患発症や死亡との関連から「目標量」

る。エンドポイントとしては、総死亡率、循環器疾

の設定が検討された。しかし、結論としては「これ

患死亡率、冠動脈死亡率及び発症率、脳梗塞死亡

らの研究報告に基づいて目標量を算定するのは難し

率・発症率等が検討され、これらのコホート研究の

い」とされた。なお、動脈硬化性疾患予防ガイドラ

メタ・アナリシス

等を引用し、有意な関連が認

イン2017 4）においては、
「適正な総エネルギー摂取

められなかったとしている。一方、飽和脂肪酸を多

量のもとで n-6 系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やす

価不飽和脂肪酸置き換えた場合の冠動脈疾患発症や

ことによって血清脂質の改善が期待できる」（エビ

死亡に対する影響を調べたコホート研究や介入研究

デンスレベル 1 、推奨レベル A）としながらも、

のメタ・アナリシスではリスク低減があったとして

「n-6 系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やすことによる

3）

9）
,10）

動脈硬化性疾患の予防効果は明らかでない」（エビ

いる。
また、わが国における特徴として、飽和脂肪酸摂

デンスレベル 1 ）としている。

取量と脳出血及び脳梗塞の発症・死亡との間で観察

n-3 系脂肪酸についても、必須脂肪酸としての

された負の関連については、過去の「日本人の食事

「目安量」の設定の他に、EPA 及び DHA の摂取が

摂取基準」 における飽和脂肪酸の下限の根拠にも

循環器疾患予防に有効であるかどうかの文献的検討

され、比較的最近のメタ・アナリシス12）でもその関

がなされている。多くの観察研究では、EPA 及び

連は確認されている。一方、食事摂取基準2020年版

DHA の摂取量と循環器疾患リスクとの間の負の関

では「この関連が飽和脂肪酸の直接作用によるもの

連を示しており、介入研究でのそれらの予防効果を

か、他の栄養素等の摂取量を介するものなのかにつ

指示する知見もあるが、コクランのメタ・アナリシ

いては更なる研究を要する」と記述されている。こ

ス14）では「予防効果があるとは言えない」とされ、

れらの文献的検討を踏まえて、「既存の研究成果を

3）
日本人の食事摂取基準（2020年版）
もこの考え方

基に目標量（上限）を算定することは困難である。

を支持している。また、Į-リノレン酸については、

そこで、日本人が現在摂取している飽和脂肪酸量を

コホート研究のメタ・アナリシス15）では、弱い負の

11）
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関連（予防的効果を示唆）を示している。なお、動

なお、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年

脈硬化性疾患予防ガイドライン2017 においては、

版 では、
「高 LDL コレステロール血症患者ではコ

「n-3 系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やすことによっ

レステロール摂取を抑制することによって動脈硬化

て冠動脈疾患発症の抑制が期待できる」（エビデン

性疾患発症を予防できる可能性がある」（エビデン

スレベル 2 ［前向きコホート研究及びそれらのメタ

スレベル：直接的なエビデンスはない，推奨レベル

解析／システマティック・レビュー］
、推奨レベル

A）とし、「脂質異常症の重症化予防の目的からは

A）としている。

200 mg／日未満に留めることが望ましい」とされ

4）

4）

た。

4 ．食事性コレステロール
食事からのコレステロール摂取は、飽和脂肪酸摂

Ⅴ．炭水化物、食物繊維

取量とともに、血中コレステロール値に影響を与
え、さらに循環器疾患リスクとの関連が長年論じら
れて来た。近年のメタ・アナリシス

1 ．栄養素としての特性と食事摂取基準における

等では、従来

16）

考えられてきた程のエビデンスが無いことが指摘さ

各種指標
炭水化物は、単糖あるいはそれらの重合体であ

れてきている。American Heart Association（AHA）

る。そのうち、生理学的特性としてヒトの消化酵素

17）
の最新のレビュー（科学的助言）
においても、循

で消化できない「難消化性炭水化物」が、
「食物繊

環器疾患予防のために食事性コレステロールを 300

維」にほぼ相当する。しかし、「食物繊維」の定義

mg ／日とするという過去の推奨を見直し、例えば

は国際的にも未だ定まっていない。また、通常摂取

2013年の循環器疾患リスク低減のための生活習慣マ

している食品（加工された多糖類を除く）において

ネ ジ メ ン ト に 関 す る AHAACC ガ イ ド ラ イ ン

は、
「食物繊維」は、そのほとんとが「非デンプン

（2013）においては食事性コレステロールに対する

性多糖類」（non-starch polysaccharides; NSP ）で

推奨は無くなり、
「食事性コレステロールを減らす

あると言われている。炭水化物の最も重要な機能

ことが LDL コレステロール低減につながるかを判

は、エネルギー源としての機能であり、前述した

断する十分な根拠無し」としている。また、同様に

「食物繊維」以外の「易消化性炭水化物」
、すなわち

アメリカ人のための食生活指針（2015‑2020年） に

「糖質」は約 4 kcalg のエネルギーを産生する。一

おいても、食事性コレステロールを 300 mg／日と

方、食物繊維は、腸内細菌による分解発酵によっ

する推奨は削除し、むしろ食事パターンに焦点を当

て、 0 〜 2 kcal のエネルギーを産生すると言われ

てている。

ている。食物繊維摂取量は、循環器疾患等の多くの

18）

一方、コレステロール及び卵摂取と循環器疾患発
症及び死亡との関連について、米国のコホート研究

生活習慣病の発症率や死亡率に関係していることが
報告されている20）,21）。

データのプール解析では、コレステロール及び卵共

以上のような栄養学的特性や疾病との関連を踏ま

にリスクを高めている19）ことが報告された。日本人

えて、日本人の食事摂取基準（2020版）3）では、
「糖

3）
の食事摂取基準（2020版）
では上記の研究等を引

質は、エネルギー源として重要な役割を担っている

用し、
「これらの疫学研究の多くにおいてコレステ

が、その必要量は明らかにできない」「炭水化物が

ロール摂取量（又は卵摂取量）と心筋梗塞など循環

直接に特定の健康障害の原因となるとの報告は、 2

器疾患の発症率及び死亡率との間に有意な関連が観

型糖尿病を除けば、理論的も疫学的にも乏しい」と

察されなかったとしても、これをもってコレステ

記述されている。そして、炭水化物について、推定

ロール摂取量の上限を設けなくてもよいとは言えな

平均必要量及び推奨量、並びに耐容上限量は設定さ

い」としつつ、「明確な閾値が観察されていないた

れていない。その結果、前述したようにエネルギー

め、上限を決めるための根拠として用いるのは難し

産生栄養素としてのエネルギー％として、たんぱく

い」という理由から、
「循環器疾患予防（発症予防）

質及び脂質についてそれぞれの範囲が設定された

の観点からは目標量（上限）を設けるのは難しいと
考え、設定しない」とされた。
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生活習慣病発症リスクの上昇に関する報告を踏まえ

摂取量が量・反応曲線によって検討され、25〜29

て、目標量（下限）が設定されている。その値は、

g／日の摂取量でリスク低下が大きく期待されると

「理想的には 24 g／日以上、14 g／1,000 kcal 以上

している。さらに、食物繊維が循環器疾患を含めた

を目標量とすべき」と述べつつ、日本人の摂取実態

多様な疾患リスクを低減させる機序として、腸内細

（国民健康・栄養調査によると、成人で中央値が
13.7 g／日）と 24 g／日との中間値（18.9 g／日）

菌叢を介した経路29）が注目されている。
これらのエビデンスが存在する中で、米国の食事

を参照値として、男女差などにより成人の目標量と

摂取基準（DRIs）では成人（19‑51歳）で男性 38

して17から 21 g／日以上とされた。

g／日、女性 25 g／日が推奨されているが、実際の
摂取量は 15 g／程度である 30）。このような状況

2 ．炭水化物
日本人の食事摂取基準では、上述のようにエネル

（推奨される量と比較して、摂取量が極めて低い）

ギー産生栄養素として、たんぱく質の必要量と仮想

は、わが国も同様である。また、食物繊維の定義や

的な上限量、並びに総脂質摂取量の生活習慣病予防

分類そのものも混沌とする中で、実際の食生活上の

等の観点からの目標とすべき範囲を差し引いた％エ

選択や栄養教育上は、植物中に存在する食物繊維

ネルギーをもって、伝統的に炭水化物摂取の「目標

（dietary fiber）と添加食物繊維（added fiber）を

量」としている。一方、「低炭水化物」の食事は、

区別することも重要かもしれない。食物繊維や GI

世界的にも、わが国においても、一般的な話題とし

（glycemic index）等を含めた「炭水化物の質」28）と

て、また各種疾病ガイドラインにおいて未だに様々

いう観点から、特に全粒穀物（whole grain）を含

な議論がなされている。このことについて本稿では

めた食品の組み合わせによる食事パターンに重点を

深く言及しないが、最近のメタ・アナリシスをいく

おいた研究や推奨が必要と考えられる。

つか紹介する。
循環器疾患リスク因子に対する低炭水化物食の効

Ⅳ．おわりに

果について、12の RCT を統合した研究22）では、ト

本稿では、たんぱく質、脂質、炭水化物、すなわ

リアシルグリセリド、体重、血圧を低下させ、HDL,

ちエネルギー産生栄養素の摂取について、循環器疾

LDL、並びに総コレステロールを若干上昇させてい

患予防の観点から解説した。各栄養素の項でも述べ

たが、多くは短期的な介入であり、長期的な効果の

たが、各栄養素が生体に及ぼす影響を、各栄養素の

検証にはさらなる研究が必要であると述べられてい

摂取源となる食品、さらには食事パターンと独立し

る。わが国のコホート研究23）では、女性において、

て検証することは、サプリメントを用いた RCT の

やや炭水化物が低く、たんぱく質及び脂質が高めの

実施が相対的に行いやすい微量栄養素と比較して困

食事は、循環器疾患及び総死亡と負の関連があるこ

難である。さらに言えば、食品の選択や食事パター

とを示している。一方、米国におけるコホート研究

ンを無視して、各栄養素の摂取量を個別に調整する

及びメタ・アナリシス24） では、炭水化物のエネル

ことも問題であろう。そのようなことから、エネル

ギー比率が高くても、低くても、総死亡率は上昇

ギー産生栄養素に関しては、食品・栄養学的な知識

し、50‑55％エネルギーで死亡率が最も低くなる U

や栄養教育上の知見を踏まえて、循環器疾患予防の

字型となった。低炭水化物の食事についての長期的

ためにも第一義的にはバランスの良い食事からの摂

な予後については、単に数字上の「低炭水化物」

取が推奨31）されることが重要と考えられる。

「低脂肪」ということよりも、むしろ食事全体の質
が重要であること25）が確認されている。
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