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ハローCQ 

読売新聞、JARL元会長である原 昌三氏

（JA1AN）の連載「」を30回にわたり

掲載中です。 

読売新聞は 2 月 16 日から、朝刊紙面の大型企画

「時代の証言者」コーナーで、日本アマチュア無線

連盟（JARL）元会長の原 昌三氏（JA1AN）による

「ハローCQ」の連載を開始した。金曜日と日曜日を

除く週 5 回の掲載で 30 回完結の予定です。  

 

JA1AN 原 昌三氏（2014 年 8 月撮影） 

読売新聞はさまざまな分野で大きな足跡を刻んだ

著名人にインタビューし、その軌跡を通して今日に

つながる時代相を浮き彫りにする「時代の証言者」

コーナーを朝刊のオピニオン面に設けている。

2016 年 2 月 16 日から同コーナーで、JARL 会長

の要職を 1970 年から約 41 年間にわたり務めた、

原 昌三氏（JA1AN）の連載、「ハローCQ」が始まっ

た。  

初回は「私はハムでございます」というタイトルで、

アマチュア無線と楽しみを紹介し、2 回目以降は原

氏がアマチュア無線を知ったきっかけ、戦前や戦

時中の無線活動などを紹介している。また 2 月 17

日には、読売新聞社のニュースサイト「YOMIURI 

ONLINE」で、同連載の PR を兼ねた、原氏へのイ

ンタビュー動画「“時代の証言者”原 昌三さん ア

マチュア無線の魅力を語る」（約 5分）も公開されて

いる。  

JARL はこの連載について「日本のアマチュア無線

の世界の黎明期から現在に至るまでの、多くの無

線仲間たちとの出会いや時代の出来事など、各時

代の背景を追いながら克明に語ってもらう長期連

載で、アマチュア無線の世界の発展の歴史やそし

て時代の波による移り変わりなどが印される、貴重

な記録の一つにも位置づけられる内容となる模様

です」と説明している。  

連載は読売新聞朝刊に、毎週金曜日と日曜日を

除く週 5 日、合計 30 回の予定で掲載される。また

同紙の宅配購読者向け有料会員サイト「読売プレ

ミアム」でも閲覧が可能だ。  

http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/list_JIDAINO

SHOGENSHA 

 

最新防災事情 

震災避難で意外に役立つあのグッズ… 

 東日本大震災では避難者が最大４７万人に達し

て、物資不足と慣れない環境の中で厳しい生活を

強いられた。この時の経験から、南海トラフ地震や

首都圏直下地震など将来の大災害に備えるため、

避難や防災に対する考え方が大きく変わってきて

いる。ユニークなイベントなどを通して防災教育を

推進するＮＰＯ法人「プラス・アーツ」（神戸市）の小

倉丈佳・東京事務所長が、防災・避難用グッズの

最新事情を解説する。 

「避難所への持ち出し用」から「自宅避難で使
う物」へ 

 「防災グッズ」と言うと、みなさんはどんなイメージ

をお持ちでしょうか。自宅から避難する時にリュック

などに入れて持ち出す「非常用持ち出し品」を思
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い浮かべる人が多いのではないかと思います。し

かし東日本大震災後に首都直下地震などの被害

想定の見直しが行われ、家屋の被害状況によって

は避難所への移動よりも「自宅で避難生活を送る

こと（自宅避難）」が推奨されるようになってきました。 

 建築物の新耐震基準が導入されたのは１９８１年

ですが、１９９５年の阪神・淡路大震災の時は、この

新基準に満たない家屋がまだ多く、家屋倒壊に伴

う圧死で亡くなる方が多数いました。しかし阪神・

淡路大震災から２０年以上が経ち、今では多くの

家屋が新基準を満たしています。高層マンションな

どが増えた地域は避難所に住民が入りきれないと

いう課題もあります。そこで近年、首都圏では東京

都などの自治体が「家屋が無事ならば避難所に行

かず自宅で生活してください」と呼びかけています。 

 それに伴って、防災グッズについての考え方も、

「避難所などへ持ち出す物」から「自宅で使うため

に置いておく物」に重点を置くように変わってきまし

た。では、どのようなグッズが自宅避難に必要なの

でしょうか。「プラス・アーツ」がおすすめしている品

目をご紹介します。 

ポリ袋、新聞紙、ラップ…多機能グッズとして
活用 

 被災後の様々な場面で活用できる多機能グッズ

として、ぜひ揃えていただきたいのがポリ袋、新聞

紙、ラップです。ポリ袋は調理する時やけがの手当

をする時に手袋の代わりにしたり、バケツやダンボ

ール箱にかぶせれば、水を清潔に運搬することが

できます。「大・中・小」それぞれの大きさのものを

揃えておくといいでしょう。 

 新聞紙は海苔巻きのように巻いて丸めれば、骨

折した時の添え木の代わりになるし、くしゃくしゃに

してセーターとシャツなどの間に入れて防寒用にも

役立てることができます。ラップはお皿などに被せ

れば食器洗いの水を節約できるし、切り傷の上か

ら巻けば止血にも活用できます。 

非常食」にフリーズドライ食品と乾物…「ローリ
ングストック法」で補充 

 

フリーズドライの「おかず

になる具だくさん汁 キャ

ベツと鮭のちゃんちゃん

汁」（アマノフーズ）】 

 

 

 

 

食料の備蓄については、「多めに買う→定期的に

食べる→食べた分を買い足す」という「ローリングス

トック法」をおすすめしています。賞味期限が１年

程度のものでも「非常食」として備えることができま

す。 

 「非常食」としておすすめしたいのがフリーズドラ

イ食品と乾物です。避難時の食事は、おにぎりや

お弁当など炭水化物に偏りがちになります。そんな

時は野菜たっぷりのお味噌汁やスープなどのフリ

ーズドライ食品、ミネラル・食物繊維などが豊富な

乾物を取り入れて、栄養のバランスをとりましょう。 

 水は「１人１日２リットル×家族の人数×７日分」を

揃えておくことが望ましいです。４人家族ならば５６

リットルになるので、２リットルボトル６本入りの箱を５

つ用意しておいた方がいいでしょう。 

 クーラーボックスは冷蔵庫が使えなくなった時に、

食品を移して「応急冷蔵庫」として活用します。冷

蔵品を下にして、冷凍品を上に置けば冷気が下り

てくるため、冷蔵効果が高まります。  

 温かい食事は避難生活に安心を与えてくれます。

インフラが使えなくなることを想定して、カセットコン

ロとカセットボンベも用意しておきましょう。カセット

ボンベは１本で約６０分使うことができます。 

広く周囲を照らすＬＥＤランタン、移動する時に
はヘッドライト 

 

広く周囲を照らすＬＥＤランタ

ン「エクスプローラー ＥＸ７７

７ＸＰ」（ＧＥＮＴＯＳ 

 

 

 

 

 

 

 

動時に便利な

「ヘッドライト 

ＨＤＬ１５０レッ

ド」（エナジャイ

ザー 
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 災害時の明かりと言えば、懐中電灯を思い浮か

べる方が多いと思いますが、室内では１か所を照ら

す懐中電灯ではなく、広く周囲を照らすＬＥＤラン

タンがおすすめです。キッチン、リビング、トイレに

一つずつあると安心ですね。また移動時の照明は

両手を空けることができるため、ヘッドライトが便利

です。家族全員の分を用意しましょう。 

 そのほか、確かな情報源としてラジオは必須です。

予備の電池も一緒に備えておくことも必要です。 

口腔ケア用のウエットティッシュで歯磨き、大型ボ

ディータオルで清潔に 

 

口腔ケア用のウエットティッシ

ュ「オーラルプラス 口腔ケア

ウエッティーマイルド」（アサヒ

グループ食品） 

口腔ケア用のウエットティッシ

ュ「オーラルプラス 口腔ケア

ウエッティーマイルド」（アサヒ

グループ食品） 

 

 

 

１人で背中もふ

ける「からだふき

ボディータオル」

（総合サービス） 

１人で背中もふ

ける「からだふき

ボディータオル」

（総合サービス） 

 

 断水時には飲み水優先のため、つい歯磨きを怠

ってしまいがちです。ですが、歯磨きをしなくなると

口の中の細菌が増殖して、風邪やインフルエンザ

など様々な疾患を引き起こすことが明らかになって

います。生活環境が悪くなる災害時だからこそ、し

っかり口の中をケアする必要があります。 

 そこでおすすめなのが、介護用品である口腔ケ

ア用のウエットティッシュです。指に巻いて歯をふ

いて使います。アルコールを使用していないため、

箸やスプーンなども拭くことができます。 

 お風呂に入れない状況で体を清潔に保つため

には、通常のウエットティッシュの倍の大きさがあっ

て、自分で背中も拭ける「からだふきボディータオ

ル」が適しています。 

断水時には携帯トイレ、新聞紙とポリ袋で作る

緊急用トイレ 

 食料、水と同じように必ず用意してほしいのが、

断水などで排水できなくなった洋式便器等に設置

して使用する携帯トイレです。下水道の状態を確

認せずに、トイレで用を足してうっかり水を流してし

まうと、汚水が逆流してくる可能性があります。まず

は水を流さず、携帯トイレを使用するようにしましょ

う。 

 

吸水シートタイプの

携帯トイレ「サニタク

リーン」（総合サービ

ス） 

吸水シートタイプの

携帯トイレ「サニタク

リーン」（総合サービ

ス） 

 

 

 

吸水シートタイプの携帯トイレ「サニタクリーン」（総

合サービスでは、携帯トイレはどのぐらいの量を揃

えておけばいいのでしょうか？ 阪神・淡路大震災
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の時、神戸市の水道の８割が復旧するまでに１か

月以上かかりました。できるだけ多く備えておいた

方が安心です。 

 携帯トイレにはタブレット剤などをビニール袋に

入れて使うタイプや、吸水シートが一体になってい

る袋状のタイプがあります。袋状のタイプを１週間

分備える場合の枚数は、４人家族で「１日５回×４

人×７日分＝１４０枚」となります。 

これだけの量を揃えるのは大変だと思います。そ 

 こで、新聞紙とポリ袋で緊急用トイレ（下記のイラ

スト参照）を作るなど様々な工夫をしながら、急場

をしのぎましょう。 

 「防災グッズを揃える」のは「お金がかかって面倒」

というイメージがあります。けれども、日常使ってい

るものを災害時に活用する知恵や工夫を身に付け

ていれば、災害時にしか使わない特別な「防災グ

ッズ」よりも役に立つことが多いかもしれません。 

 日ごろから「ポリ袋やラップ、口腔ケア用のウエッ

トティッシュなどは多めに揃えて、使った分を買い

足す」「新聞紙は必ず一週間分を保管する」ことを

習慣にしておけば、いざという時に安心です。 

 そこで、自宅から離れた場所に通勤・通学してい

る首都圏の方々は、「事務所内での待機中や、徒

歩での帰宅時に必要な物」を事務所や学校に備

えておいたほうがいいと思います。 

 事務所内での待機用に企業側が食料や水を備

蓄していると思いますが、下着類、歯ブラシなどの

衛生用品は個人で揃えておきましょう。コンタクトレ

ンズを使っている方は念のために眼鏡を用意して

おくこと、持病がある方は数日分の薬を常に用意し

ておくこともおすすめします。 

 そして徒歩で帰宅する時のために、歩きやすい

靴、リュック、帰宅支援マップなどの地図、ヘッドラ

イト、笛、皮手袋、ペットボトルの水、ちょっとした食

料品などを準備しておきましょう。 

家族との安否確認の手段は複数必要…遠隔
地の親戚が「リレー役」 

 

 

震災時に家族と連絡を取る方法 イラスト：（ｃ）文平銀座＋ＮＰ

Ｏ法人プラス・アーツ 

 また、グッズではありませんが、事務所内で待機

する時に最も重要なことは、家族との安否確認の

手段を確保することです。家族の無事が確認でき

なければ、多くの方が自宅に帰ろうとするでしょう。

そうすることで、自分や家族の命を却って危険にさ

らすことになりかねません。お互いの無事が確認で

きれば、道路や火災の状況がある程度収まるまで、

安全な場所に安心して待機できます。 

 そのためには安否確認の手段を複数持っておく

ことが重要です。被災地の内部での通話や、全国

各地から被災地への通話は大変混雑しますが、被

災地から各地への発信は比較的つながりやすいと

言われています。被災地の中にいる家族同士の連

絡を遠隔地に住む親せきや友人に「中継」してもら

えるように事前に頼んでおくこともよいでしょう。災

害用伝言板サービスやＳＮＳなどの連絡手段につ

いても、家族で日頃から確認しておいてください。 

「自立した被災者」になる第一歩 

 自宅避難や事務所内で待機する時のために「防

災グッズを備える」ことは、誰かに全面的に頼らな

い「自立した被災者」になる第一歩です。こうした

「自立した被災者」が増えていけば、公助・共助の

取り組みが促進され、社会全体の減災にもつなが

ります。あなたとあなたの家族が「自立した被災者」

になるために、その第一歩を踏み出してください。 

 

MRJ 

MRJに迫るライバル機､｢2年先行｣を守

れるか  

 

 三菱重工業が傘下の三菱航空機を通じて開発

を進める地方路線用の小型旅客機、MRJ(三菱リー

ジョナルジェット)。開発着手から 7 年を経て 2015

年 11月に初飛行を成功させたが、その直後にまた

もや開発スケジュールの延期を発表し、ローンチカ

スタマーの ANA(全日本空輸)への初号機納入は

2018 年半ばへとずれ込んだ。 

一方、最大のライバルであるブラジルのエンブラ  
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エル社は 2 月末、MRJ を迎え撃つ改良型後継機

の試験初号機を初めて公開。2016 年内に飛行試

験を開始する予定で、三菱にとって時間的な猶予

はいよいよなくなってきた。今度こそ納入開始のス

ケジュールを守れるのか。三菱航空機の森本浩通

社長に聞いた。 

 納入開始の予定時期が2017年4～6月から2018

年半ばへと先送りされました。改めてその背景を聞

かせて下さい。 

 今後の開発スケジュールを再検討した結果、目

標としていた 2017 年上期までにすべての開発作

業を終えるのは難しい、という判断に至った。旅客

機開発は、国から機体設計の安全認証(型式証明

＝TC)を得て初めて作業が終わる。この認証取得

のメドを 2017 年春と考えていたが、もう少し時間が

かかる。 

 理由については何点かあるが、一番大きいのは

地上試験項目の見直し。TC の実務に精通した米

国の企業と今後のスケｰジュールを議論していく中

で、(飛行試験と並行して行う)地上での試験、たと

えば電磁、耐電などの試験項目をもっと拡充した

ほうがいいとの指摘を受けた。 

 こうした項目は主に解析によって安全基準への

適合性を証明するつもりだったが、TC をスムーズ

に取得するには、実機を使った地上での試験を徹

底的にやっておいたほうがいいと。そういった指摘

を踏まえて地上試験の中身を増やしたため、その

分、時間を要することになった。 

 2008 年に本格的な開発が始まって以降、納入ス

ケジュールの延期は今回で 4 回目。初飛行でムー

ドが盛り上がった矢先だっただけに、失望の声が

相次ぎました。 

 日本における旅客機開発は YSー11 以来、半世

紀ぶりのこと。絶対的な経験や知見が不足してい

ることは否めない。今回のデリバリー時期の延期に

しても、知見不足で見えていない部分が多々あっ

た。 

 ANA(全日本空輸)さんを始め、発注を頂いている

国内外のエアラインにご迷惑をおかけし、大変申し

訳なく思っている。これ以上は絶対に遅れないよう

にと釘を刺されたが、新たなスケジュールについて

は「フィージブル(実現可能)」という評価をいただい

ており、発注自体をキャンセルしたり、仮予約分の

行使をやめる、という話は出ていない。 

 最大の強敵であるブラジルのエンブラエル社は、

MRJと同じ最新鋭エンジンを採用した改良型機(E2

シリーズ)の開発を進めています。三菱が開発に手

間取っているため、納入開始時期も大差なくなっ

てしまいました。 

 E2 は現行機をベースとした改良型。一方、MRJ

は最初から米プラット＆ホイットニーの最新鋭エン

ジンの性能を最大限に引き出せるように設計して

ある。同じエンジンになっても、燃費性能で完全に

追い付かれることはない。デリバリー開始時期は同

じ 2018 年だが、E2 は 100席超の大きなサイズから

納入が始まる。厳密な意味で MRJ と統合する「175

ーE2」の納入開始予定は 2020 年なので、こちらに

まだ 2 年のアドバンテージはある。 

 そうは言っても、性能とデリバリー開始時期の両

方で以前より優位性がだんだん減ってきていること

は事実。当然、その点については非常に強い危機

感を持っているが、焦っていいことは何もない。エ

ンブラエルがどんな動きをしようが、今はひたすら

「忍」の一文字で、自分たちがやるべき開発を着実

に進めていく。 

 次こそはスケｰジュルを守れるのでしょうか。 

 絶対とは言い切れないが、さらなる遅延がないよ

う全力を挙げて取り組む。TCをスケジュール通りに

取得するためには、膨大な飛行試験プログラムを

いかに効率よく消化していけるかが重要になる。そ

こで、2016 年後半からは米国ワシントン州のモー

ゼスレイク空港を最前線として、飛行試験を行って

いく。同空港は飛行区域や空港使用時間帯の制

限が少ないため、日本でやるよりも効率よくテストプ

ログラムを実行できる。 

 同じワシントン州のシアトルにはエンジニアリング

センターを置き、試験計画の立案や技術課題の対

策を考えたり、飛行試験で得られたデータの解析、

設計へのフィードバックなどを行う。こうした態勢を

取ることで、飛行試験に関連した作業の多くは米

国で完結させる。一方、日本は型式証明のための

解析やペーパーワークをはじめとした調整、一部

設計修正を主に手掛け、日米 3拠点が連係する形

で作業を進めていく。 

 また、開発作業に関わる人員も増強し、防衛関

連で完成機事業の経験を積んだエキスパートを重

工本体から補充する。飛行試験の最前線となる米

国には日本から人員を投入するだけでなく、経験

豊富な専門技術者を現地で大量に採用する。ボ

ーイングの試験業務を受託している米エアロテック

社にも協力を仰ぎ、シアトルは 200 人規模、モーゼ

スレイクは最盛期に 350～400 人の体制を組む予

定だ。2016 年前半はそのための準備に注力する。 

 今回のスケジュール延期について、重工本体の

宮永俊一社長は何と？ 
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 宮永社長は「とにかく安全でいい飛行機を作って

くれ」と。早くやれ、急げといった、せかすような発

言は一切ない。恐らく、多くの言葉を飲みこんでく

れているんだと思う。 

 三菱航空機の社長に就いてから今年 4 月で丸 1

年。重工本体でガスタービンなど発電設備の営業

に携わってきた森本さんにとって、旅客機事業はま

ったくの畑違いでしたが、この事業の難しさをどう

感じていますか。 

 やはり何と言っても開発。その難しさを痛感して

いる。旅客機の開発は途中で何があるかわからな

い。試験をやってみて、想定しなかった問題点が

出てくることも多々ある。その都度、原因をつきとめ、

問題点を解決する。そういった行ったり来たりの作

業の繰り返しで、まさに二歩進んで一歩戻るという

感じ。だから、なかなか先が見渡せず、スケジュー

ルやかコストの管理が極めて難しい。しかも、われ

われは新規参入なのでなおさらだ。 

 現在のところ、MRJ の確定受注はエアライン 6 社

からの 223機、仮予約・購入権分を含めて 407機。

さらなる受注獲得も大きな課題です。 

 2 月に開催されたシンガポールエアショーで、米

エアロリース社と最大 20 機の契約基本合意に達し

たことを発表した。2014 年夏に JAL(日本航空)さん

との合意を発表して以降、新規受注に関するニュ

ースは 1 年以上途絶えていたので喜びもひとしお

だ。 

 今回の基本合意は、MRJ には投資価値があると

リース会社から認められた点に大きな意義がある。

リージョナル機も今後はリース会社からのオペレー

ティングリースで機材を調達するエアラインが増え

ていくと思う。われわれにとっては、リース先にまで

顧客が増えていくわけで、今回の合意でこのリース

マーケットへの橋頭堡を築くことができた。 

 MRJ が飛行試験段階に入り、受注活動にもいい

意味で影響が出ている。2015 年 11 月に初飛行し

て以来、商談の内容が濃くなり、真剣みを帯びた

話が増えてきている。交渉事なので詳細はお話し

できないが、具体的な話も出てきている。2 月のシ

ンガポールエアショー会場での反応も良かったの

で、さらなる受注獲得に大いに期待している。 

 事業である以上、販売を通じて開発費など巨額

の先行投資を回収し、最終的な事業収支を黒字

にすることが求められます。損益分岐点の目安とな

る機数は？ 

 受注時の値引率や為替の動向、実際の量産コス

トがどこまで下げられるかなど、まだ不確定要因が

多すぎて、現時点で明確に損益分岐点が何機と

は言い切れない。もちろん、社内ではいろいろな

試算をしているが、かなり幅を持った数字になって

いる。 

 ただ、採算ラインうんぬんは別にして、意識して

いる数字はある。リージョナル機の場合、1000 機売

れれば成功したヒット機種と見なされるようなので、

最低でもそれぐらいは売らないと。社内の目標はも

っと高く、1000機は絶対にクリアすべき必達目標だ。 

 その必達目標の実現には何が必要と考えていま

すか。 

 もちろん、製品となる機体そのものの開発を計画

通りに進めることが必須だが、それだけでは不十

分。旅客機メーカーは機体を造って引き渡すだけ

の単純な商売ではなく、顧客エアラインへのサポ

ート、アフターサービスが非常に重要になる。いく

ら機体が優れていても、サポートに不安があれば

お客さんは買ってくれない。こうしたサポート体制

一つをとっても、当社はまだ準備段階なので、これ

からそれを作り上げていく。 

 具体的には？ 

 たとえば、エンジンニアが常駐して、エアラインか

らの問い合わせに対応するオペレーションセンタ

ー。時差があるので、恐らく日本と米国の両方に設

置することになると思う。また、交換部品をスピーデ

ィーに供給できる体制も必要。そのためのデポを

作らないといけないが、米国は国土が広大なので

デポも複数カ所になる。どこに作るのがいいか、ロ

ジスティックスをどうするか。その辺りを今、まさに議

論しているところだ。 

 飛行中の機体からデータを受け取り、何らかの不

具合を察知したら、着陸した段階ですぐにエアライ

ンが対応できるようサポートするモニタリングシステ

ムも導入する。これを一から作るのは大変なので、

ボーイングと契約を結び、彼らのシステムをベース

に MRJ 用にカスタマイズする。それ以外にも整備

や運航マニュアルの作成、シミュレーターを使った

パイロットのトレーニング訓練サービス、さらにサプ

ライチェーンを含む量産体制の準備など、やるべ

き課題は山ほどある。 

 それらの条件をすべて満たし、事業を成功させる

自信は？ 

 昨年の初飛行では、多くの方に励ましの言葉を

いただき、天皇陛下も飛んで良かったとおっしゃっ

てくださった。国産旅客機へのチャレンジは半世

紀ぶりとなるだけに、多くの方々が MRJ を応援して

くれている。そうした大きな期待を背負っているわ

けで、失敗は許されない。もっと言えば、日本の航
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空機産業の未来を創るんだという気概を持って、

われわれはこのプロジェクトに取り組んでいる。 

 事業として成功させるために越えるべきハードル

は高いが、それは最初からわかっていたこと。いま

さら泣き言をいってもしょうがない。開発を始めとす

るさまざまな課題を一つ一つ着実に乗り越えていく。

ここから先はまさに総力戦。三菱の力を結集して、

この MRJ 事業を絶対に成功させるつもりだ。 

 

地球ゴマ 

あの「地球ゴマ」超えられるか？元職人

が新玩具 

製造を終えた科学玩具「地

球ゴマ」 
地球ゴマ」作りの経験を生

かし、新商品の開発に取り

組む鳥居さん 

 昨年７月に生産が終了した「地球ゴマ」の製造に

携わってきた職人が、地球ゴマを超える新しい科

学玩具の開発に取り組んでいる。 

 試作品づくりも最終段階にあり、今夏の発売に向

け、開発は大詰めを迎えている。 

 地球ゴマは、外部の力が加わらなければ一定の

向きで回転を続ける「ジャイロ効果」を利用した科

学玩具。名古屋市千種区の「タイガー商会」が１９２

１年の創業以来、製造を続けていたが、職人の減

少や高齢化により、製造できなくなった。 

 最後まで残った職人３人のうち鳥居賢司さん（５３）

は昨年１０月、「９４年間に及ぶ歴史ある玩具。製造

に携わった経験を生かしたい」と、企画・販売を手

がける会社「タイガージャイロスコープ」を千種区に

設立、社長を務めている。製造は、最新の機器を

備えた関東地方の精密切削加工業者が担当する。 

 

スローカロリー 

コンビニ飯をメタボ予防食にする､3つ 

の鉄則 忙しい人でも｢スローカロリー｣

を実践できる 

「糖質ゼロ」「食べる順番」「スーパーフード」などな

ど、健康を保つための食事法がたくさん登場して

います。しかし、厚生労働省の「国民健康栄養調

査」によれば、国民の摂取エネルギー(kcal)が減っ

ているにもかかわらず、メタボ人口は増えていると

のことです。 

 原因の一つは、間違いなく「血糖値の乱高下」に

あります。これには食事による糖の吸収が早いか、

遅いかがかかわってくるのですが、これに関連し、

近年、医師や管理栄養士、食品会社の研究者た

ちの間で「スローカロリー」な食生活が支持され始

めています。 

 「スローカロリー」とは、ゆっくりと食べ物の栄養価

が体に消化吸収されるような食事の摂り方のことで、

単に糖質やカロリーの摂取量を抑えればいいわけ

ではありません。糖質の消化吸収を「スローにさせ

る」ためには、食べ方に気をつける必要があります。 

 スローカロリーな食べ方の最低限のルールとして

は、 

・ゆっくりとよく噛んで食べる 

・野菜→タンパク質食品→炭水化物という順で食

べる 

・多くの種類のものを少量ずつ食べる 

 という 3 点が挙げられます。 

 「血糖値の急上昇対策＝糖質そのものをカットす

る」と考えてしまう方が多いようですが、主食の炭水

化物などの糖質を抜いてしまうと、エネルギー不足

となり、集中力低下などのデメリットを引き起こす場

合もあります。ですからやはり「食べ方」に着目して

対策を講じてみてください。 

 毎日忙しくしているビジネスパーソンの中には

「早食い」が常態化している方も少なくないでしょう。

「食べる順番食事法」を実践したり、多くの種類の

食材を口にしたりするのが難しい日もあると思いま

す。 

 でずがひとまず、よく噛んで食べることは実行し

やすいのではないでしょうか。主食となるご飯やパ

ン、麺類のみの食事は、忙しい日のランチの定番

になりやすいパターンですが、食材をよく噛むと唾

液からアミラーゼという酵素が分泌され、血糖値の

急上昇を避けられます。 

 また炭水化物は近年の研究で、冷めた状態だと

「レジスタントスターチ」という食物繊維に似た成分

が生まれ、体内での消化吸収がゆっくりになること
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もわかっています。常温のおむすび、冷たい状態

の蕎麦、うどん、パスタ、冷麺などをゆっくり噛んで

いただけば、野菜を摂取できない日もスローカロリ

ーな食事に近づけることができそうです。 

 いつもと同じ食事内容でも、食べる順番や食材

の温度を変えたり、単品でもよく噛んでいただくだ

けで、太りにくく、血糖値の急激な上昇も防げるな

ら、実行しやすいですね。 

 〈みわ子流、スローカロリーを実現でき

るコンビニメニュー！〉 

 ・幕の内弁当 

 多くの種類の食材が少しずつ入っている理想的

な献立。野菜の惣菜などから食べ始め、肉料理、

焼き魚、卵焼きと食べ進めましょう。最後にいただく

ご飯も、春先なのでタケノコや豆ご飯などを楽しめ

るでしょう。 

 ・和食の組み合わせ 

 野菜の惣菜 → 焼き魚、煮魚、肉料理などの単

品 → おむすび という順番で食べ進めましょう。 

 ・洋食の組み合わせ 

 サラダ、温野菜、マリネ → オムライス、パスタ、

リゾット という順番で。 

 ◆忙しい日の単品ランチ 

 おむすび、海鮮丼、握りずし、ざる蕎麦(うどん)、

冷やし中華、冷製パスタなどの単品ランチは、炭

水化物は常温または冷製のものを選びましょう。 

 ◆スイーツ、甘味料との付き合い方 

 スイーツやドリンクに含まれる砂糖類にはブドウ

糖も含まれるので、脳の栄養の一つになります。空

腹時ではなく、食後にいただくと血糖値の急上昇

の心配が少なくてすみます。またおやつタイムでは、

水を 1 杯飲んでから砂糖入りのスイーツやドリンク

をいただくようにしましょう。 

 食事制限はストレスとなることもありますが、スロー

カロリーな食生活を取り入れるだけで、健康維持が

望めるのは理想的ですね。 

 

「空母型」フェリー 

「空母型」フェリー、国産第１号が４月

に就航 建造費は１億２６００万円 

 

 

 操舵室や客室を片舷に寄せることで、車両を積

載する甲板を露天にした「空母型」の小型フェリー

を、広島県尾道市因島三庄町の「石田造船」が建

造し２２日、同社で進水式が行われた。左右非対

称となる同様の構造を持った旅客船の建造は国内

初という。市営渡船の細島－因島・西浜航路に４

月上旬から就航する。 

 細島－西浜間の約２・７キロを片道１５分で結ぶ

同航路は昭和３３年の開設。就航する通船は初代

が「こまたき丸」、２代目以降は代々「こまたき」と名

づけられた。３代目からフェリーになり、今の４代目

は平日と土曜に１日９往復、日曜・祝日に５往復運

航している。新船は、プロポーザル方式で同社の

設計が採用された。 

 完成した５代目は総トン数１９トン、全長２８・２メー

トル、最大幅７・５８メートル、航海速力約７ノットで、

建造費１億２６００万円。前後どちらに向かっても航

行できる両頭船で、車両などが乗降するランプドア

は船首と船尾の両方に設けられている。船長と甲

板員各１人の乗組員２人で運航され、乗客定員４２

人、車両は普通車なら６台、４トントラックなら２台を

積載できる。 

 同社によると、総トン数２０トン未満の旅客船は、

より大型の船に比べて、乗組員数や定期検査の回

数が格段に少なくて済み、運航経費が大幅に節約

できる。一方で、船の容積に厳しい基準があるため、

車両積載部分に天井がある従来の構造では、甲

板から天井までの高さが制限され、かさばる荷物を

積んだトラックやコンクリートミキサー車などを載せ

ることが困難だった。 

 「空母型」の採用は、このジレンマを解消するた

めだが、国内初の試みだけにマストや航海灯の設

置方法など、クリアしなければならない課題も多か

ったという。 

 また、バリアフリートイレや車いす用のスペース、

点字ブロックなども設けられた。船体には「光と海と

島と柑橘」をイメージした白と青と緑の地に黄色い

水玉が配された塗装が施されている。同市の百島

で芸術活動を続けている「ＡＲＴ ＢＡＳＥ ＭＯＭ

ＯＳＨＩＭＡ広島アートプロジェクト実行委」がデザ

インした。 
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