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【里芋の栄養価】教えて。独特のぬめり成分に隠され
た秘密アリ☆
暑い夏が終わり、涼しくなってくると旬を迎える、「とろっ！もちっ！」とした食感が抜群に美味しい里芋。万葉集の
歌にも詠まれていたほど、私たちにとっては昔から馴染みのある野菜ですよね。身近だからこそ気付いていない、そん
な里芋の栄養にスポットを当ててご紹介します♡

地味だけどスゴいヤツ！里芋の栄養価をご紹介♪

まずは、里芋の主な成分を簡単にご紹介します！ 
可食部100グラム中の栄養性分（抜粋） 
 
たんぱく質　2.2g 
不溶性食物繊維　1.2g 
水溶性食物繊維　0.8g 
カリウム　340mg 
リン　53mg 
リノール酸　30mg 
カルシウム　20mg 
マグネシウム　20mg 
ナトリウム　3mg 
ビタミンB6　0.14mg 
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パントテン酸　0.32mg 
亜鉛　0.4mg 
葉酸　22mcg 
βカロテン　5mcg 
アミノ酸(計)　2000mg 
 
などです。

カリウムの含有量が凄かった！

カリウムは、上記栄養価を見てもわかる通り、可食部100g中340mgもふくまれています。里芋の特徴は「カ
リウム」と言ってしまっても良いほど豊富なんです。芋類は、根菜の中でも比較的カリウムの含有量が多いの
ですが、里芋は、その中でも群を抜いています。 
 
里芋Mサイズ1個では448mgの含有量に対し、さつまいも（蒸）50ｇでは245mg、じゃがいもMサイズ1/2個
(約50g)では120mgということなので、その含有量の凄さがわかりますね。 
 
カリウムといえば、スイカやバナナの含有量が多いことで有名ですが、カリウムを摂るために、果物ばかりで
は糖分も気になりますし、体も必要以上に冷やしてしまいますね。 
 
カリウムは余分なナトリウムを排出し体のむくみを和らげたり、血圧の上昇を抑える働きに優れていますの
で、里芋を使った料理で食事にうまく取り入れると良いですね。

里芋に含まれるガラクタンって何？
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ガラクタンとは、栄養成分であるガラクトースが多数つながった多糖類です。文字通り「糖類」ではあります
が、人の持つ消化酵素の中にはガラクタンを分解できるものがないため、これをたとえ大量に摂取しても脂肪
として溜め込まれないという嬉しい特徴があります。通常、糖分は分解されなかったものが脂肪として蓄積さ
れてしまいますが、ガラクタンは分解されずそのまま体外へ排出されてしまうため、脂肪にならないのだそう
です。 
 
また、炭水化物とタンパク質の複合体であるガラクタンは、血中脂質を減少させ、動脈硬化を防ぐ効果もあっ
て、習慣病予防や、成人病予防にも嬉しい成分なのです。 
 
ただし、ガラクタンは、小腸から吸収されず排出される特性をもっているので、食後の下痢や過敏性腸症候群
などで困っている方はあまり摂取しない方が良いでしょう。 
 

ぬめり物質「ムチン」が豊富！

里芋といえば、皮を剥いた時のあの「ぬめり」が特徴ですよね。あのぬめりは「ムチン」といって、里芋に含
まれる多糖類の「ガラクタン」や「マンナン」などが、タンパク質と結合したもので、食物繊維の一種です。 
 
ムチンには、唾液の分泌をよくして消化を促す働きもあり、胃や腸の粘膜を保護して調子を調えたり、がん・
潰瘍を予防する作用もあります。また、免疫力を高めるため、がん細胞の増殖を抑制したり、肝臓の働きを強
める効果もあります。 
 
ムチンは、納豆、モロヘイヤ、オクラ、山芋やなめこなどに含まれるヌメリ成分と同じです。ネバネバ食材は
体にいいのは、皆さんもよくご存じかと思いますが、この「ムチン」健康にも美容にもとっても良い成分なの
で、是非積極的に摂りたい成分なのです。

里芋ってカロリーは高いの？
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里芋のカロリーは、100gあたり58kcal です。 Mサイズのもの1個（約40g）で23kcal程度です。 
 
さつまいものカロリーが100gあたり140kcal 、じゃがいもは100gあたり76kcalですので、里芋はの他の芋類
と比べ低カロリーといえるでしょう。 
とはいえ、食べ過ぎは厳禁です。カロリーの高いさつまいもを選ぶのではなく、里芋を選んで、食べ過ぎない
ようにすればダイエットにも強い味方になってくれるでしょう♡ 
 

他のイモ類との比較で、栄養価について特徴的なところ はコレ
だ！！

他のイモ類と比較して、特徴的なものは、先に触れたとおり「カリウム」の含有量と、ぬめり成分「ムチン」
です。 
里芋を食べる時は、この成分の特徴をよく理解して食べると健康維持に役立つかもしれませんね♪ 
 
また、同じ芋類でも、さつまいもやじゃがいもに比べカロリーも低めなのも嬉しいところではないでしょう
か。里芋を使った料理は、天ぷらやコロッケなど揚げ物というよりは、煮物など比較的あっさりとした健康的
な料理も多いので、ダイエットに取り入れやすいところも嬉しいですね。 
 

里芋の効果・効能についてご紹介します
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ガラクタンによる脳の活性化

里芋には、「ガラクタン」が含まれていることはご紹介しました。さて、このガラクタン、実はとっても凄い
働きをするんですって。ガラクタンは、脳細胞を活性化させ痴呆を予防する効果もあり、さらに免疫性も高
め、がんの発生・進行を防ぐといわれています。また、血中脂質を減らして動脈硬化を防ぐというすぐれた効
果もあるそうですよ。 
 
里芋は、さつまいもやじゃがいも等、他の芋類に比べて柔らかく、水分も多いので、固いものが食べにくいお
年寄りにも食べやすい食材ですので、積極的に取り入れることで、脳の病気予防が期待できそうですね 
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さといもは、水溶性食物繊維や難消化性のデンプン（＝レジスタントスターチ）を多く含んでいて、これらが
肝臓から分泌される胆汁酸と結び付き、胆汁酸が小腸から吸収され肝臓に戻るのを阻止するそうです。肝臓は
不足する胆汁酸を補充しようと血液中のコレステロールを原料にして胆汁酸を生成するため、結果的に血液中
のコレステロールが少なくなります。 
これは、属にいう「悪玉コレステロール」といわれる、血液中のLDLコレステロール（LDL‒C）を低下させる
作用で、LDL‒Cは、血管の内側に炎症を起こし血液のかたまりをつくりやすくします。このかたまりこそが、
心筋梗塞や脳梗塞などの血管の病気の原因になるので、LDLコレステロールを下げることは、これらの病気の
予防となるのです。 
 
また、里芋に含まれるカリウムは、塩分を体外に排出して血圧の上昇を抑えて高血圧を改善・予防してくれま
す。健康診断で、コレステロールや血圧を注意された。という声もよく耳にしますね。そんなことのないよう
に、日頃から食事で気をつけていきたいですね。

たんぱく質の吸収を助ける

里芋に含まれる「ムチン」は、胃腸の粘膜をうるおして保護し、消化を促す作用があります。また、優れた
「タンパク質分解酵素」を持っているため、タンパク質の豊富な食材と一緒に摂取することで、効率的にタン
パク質を体内に吸収できるそうです。 
 
筋トレをしている人などは、高タンパクな食事に里芋を取り入れることで効率良く筋肉を大きくできるので、
早くトレーニングの結果が得られそうですね。

アンチエイジング、美肌効果

パクチーの栄養を徹底解剖。上手に食べる調
理方法もご紹介
はなこころ

意外？！ローリエの知られざる効果効能につ
いて
hiinaspider

切り干し大根の驚くべき栄養とは？！効能や
効果、簡単レシピを紹介します！
waka0211

くるみの栄養価がすごすぎる！今話題の健康
効果と栄養たっぷりレシピ集♪
akemi̲5147

ニラが凄い！今日から食べたい驚くべき効能
と栄養の掛け算レシピ★
sakurairo24

おすすめのまとめ
いまCAFYで注目のまとめ

朝食で1日をデザインしよう♪家族もほっこ
りおいしいパンレシピ
CAFY公式 

技ありおもてなしレシピ！彩りあふれる秋の
食卓
CAFY公式 

シャキシャキ上々♪白菜でコールスローを作
りましょ
petitpain

【ロールオムライス】くるくるっと巻くだけ
くだけでおしゃれさん♪
rskeppi

まさかのレシピ！食パンでベーコンエピが作
れるなんて…
wat̲nat
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azuki̲neko

ヘルシーのまとめランキング
昨日人気のあったヘルシーのまとめ

つらい"糖質制限中"でもお腹いっぱいになれ
ちゃうレシピ厳選15選！
ゆずみかん♪

消化にいい食べ物～これを食べて、早く元気
になろう～
tmm

糖質制限ダイエットメニュー7日分レシピ！
一週間試してみよう♪
maybee

【必見】風邪の時でも無理なく食べられるレ
シピ27選☆
candysnow

鉄分の多い食品を徹底解説！おいしく気軽に
とれるレシピで内面から輝こう！
tomomomo

» ヘルシーのランキングをもっと見る

アクセスランキング
昨日人気のあった「栄養」に関するまとめ

くるみの効能がすごい！毎日食べるだけで得
する「くるみ」の12の効果♪
yukey

ダイエットに効く？おからパウダーの効果と
栄養、おすすめレシピ21選
koroai2

本当に効く《栄養ドリンク徹底比較18選》
効果的な飲み方を知ろう！
yukidaruma

ほうじ茶の効能知ってる？体に効く飲み方3
つ教えます♪
shiroi̲hana

「納豆を毎日食べる」期待したい効果がいっ
ぱい。デメリットはある？
courin1021

パクチーの栄養を徹底解剖。上手に食べる調
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里芋の栄養成分として、「胃腸の粘膜をうるおして保護」する効果があると説明しましたが、胃腸の健康は、
お肌に大きな影響をもたらします。里芋には、水溶性、不溶性どちらの食物繊維も含まれるため、便秘の予
防・改善が期待でき、大腸がんの予防にも効果があると言われています。ひどい便秘だった人が便秘を解消し
たらお肌がツルツルになった！という話はよく耳にしますね。 
 
また、糖質の代謝を助け、疲労回復に役立つビタミンＢ1や細胞の新陳代謝を促進し、皮ふや粘膜の機能維持
や成長に役立つビタミンＢ2も含んでいるので美容効果も期待できます。 
 
貧血を予防し、細胞の生まれ変わりや、赤血球をつくり出すために欠かせないビタミンである葉酸を含んでい
るので、貧血になりやすい女性は積極的に料理に取り入れたいですね。 
 
また、ビタミンＣ、ビタミンＥは活性酸素の発生や酸化力を抑えたり、免疫力を高めてくれる効果もありま
す。

むくみの改善

朝起きて鏡を見たらびっくり！！「顔がパンパン！」または、「脚がむくんで太くなってる！」ということは
ないですか？また、足が攣りやすい人もいるかもしれませんね。実はそれ、「カリウム」不足が原因になって
いることも多いんですよ。 
 
むくみはナゼ起こるのか、人はナトリウム（塩分）を摂り過ぎると、身体は体内の塩分濃度を一定に保とうと
し、その塩分濃度を薄めるために水分を多く取り込もうとします（辛い物を食べると喉が渇きますよね。）そ
の取り込んだ水分がうまく循環せず、細胞周辺に溜まってしまうと 「むくみ」が発生してしまうのですね。 
その原因ナトリウム（塩分）を、カリウムは、上手に体外に排出してくれる効果が非常に高いのです。 

パクチーの栄養を徹底解剖。上手に食べる調
理方法もご紹介
はなこころ

意外？！ローリエの知られざる効果効能につ
いて
hiinaspider

切り干し大根の驚くべき栄養とは？！効能や
効果、簡単レシピを紹介します！
waka0211

くるみの栄養価がすごすぎる！今話題の健康
効果と栄養たっぷりレシピ集♪
akemi̲5147

ニラが凄い！今日から食べたい驚くべき効能
と栄養の掛け算レシピ★
sakurairo24

おすすめのまとめ
いまCAFYで注目のまとめ

朝食で1日をデザインしよう♪家族もほっこ
りおいしいパンレシピ
CAFY公式 
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食卓
CAFY公式 

シャキシャキ上々♪白菜でコールスローを作
りましょ
petitpain

【ロールオムライス】くるくるっと巻くだけ
くだけでおしゃれさん♪
rskeppi

まさかのレシピ！食パンでベーコンエピが作
れるなんて…
wat̲nat
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昨日人気のあったヘルシーのまとめ
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消化にいい食べ物～これを食べて、早く元気
になろう～
tmm
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一週間試してみよう♪
maybee

【必見】風邪の時でも無理なく食べられるレ
シピ27選☆
candysnow

鉄分の多い食品を徹底解説！おいしく気軽に
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する「くるみ」の12の効果♪
yukey
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効果的な飲み方を知ろう！
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ほうじ茶の効能知ってる？体に効く飲み方3
つ教えます♪
shiroi̲hana
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この効果を上手く利用して、いつもスッキリしたカラダをキープしたいですね！

ダイエット効果はあるの？

里芋は他の芋類に比べ、低カロリーで、低糖質なのでダイエットには向いているといえるかもしれません。食
物繊維も豊富で、胃腸を健康に保ち便秘の解消にも効果があります。腸内環境を良くすると基礎代謝が上がる
ともいわれていますので、食べ過ぎなければダイエットにも効果的といえそうですね。

ぬめりにより、糖や油の吸収を抑える

里芋は、食物繊維が豊富と説明しましたが、里芋に含まれる、「ムチン」や「グルコマンナン」等、水溶性の
食物繊維は、糖や脂の吸収を緩やかにする働きがあるのです。これは、血糖値の急激な上昇や食後のインスリ
ン分泌を抑えることに繋がります。インスリンが過剰となった糖を脂肪として蓄積する事を抑えてくれる効果
があります。 
 
また、食物繊維が胃腸内で膨らむことで食欲を抑え、消化吸収がゆっくりと行われるので満腹感も得られ食べ
過ぎ防止も期待できます。
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関連するまとめ こんなまとめも人気です♪

献立に上手に取り入れて、美しく健康になっちゃいましょ♡

出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/1625/recipe/631487

いかがでしたでしょうか。里芋って馴染みのある野菜ですが、案外知らない事が多かったのではないでしょう
か。身近な野菜だからこそ、その栄養や効果をしっかり考えて日々の食事に取り入れていきたいですね。

＜ご注意＞  
・アレルギーが心配な方は、必ず医師とご相談の上摂取するようにしてください。  
・効き目には個人差がございます

当社は、この記事の情報（個人の感想等を含む）及びこの情報を用いて行う利用者の判断について、正確性、完全性、有益性、特定目的への適合性、そ
の他一切について責任を負うものではありません。この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行っていただ
くと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。

『里芋皮むき』これなら簡単！手がかゆくならない皮むき術・レシピ
ponto ｜77,653 views

離乳食に里芋はどう使う？月齢別の下ごしらえ方法・レシピまとめ
fukushima ｜60,833 views

くるみの栄養価がすごすぎる！今話題の健康効果と栄養たっぷりレシピ集♪
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CAFY(カフィ)トップ  ヘルシー  【里芋の栄養価】教えて。独特のぬめり成分に隠された秘密アリ☆

このまとめに関するキーワード キーワードからまとめを探す

このまとめのキュレーター

カテゴリ一覧

レシピ
13251件のまとめ

ショップ
2324件のまとめ

カフェ・レストラン
5435件のまとめ

キッチンインテリア
2244件のまとめ

イベント・シーズン
1297件のまとめ

ヘルシー
2649件のまとめ

くるみの栄養価がすごすぎる！今話題の健康効果と栄養たっぷりレシピ集♪
akemi̲5147 ｜89,092 views

「里芋」を使った作り置きおかずレシピ18選。冷蔵庫に常備したい♡
wat̲nat ｜13,249 views

【必見】風邪の時でも無理なく食べられるレシピ27選☆
candysnow ｜686,485 views

 

azuki̲neko

内容について連絡する

栄養 健康管理

パクチーの栄養を徹底解剖。上手に食べる調
理方法もご紹介
はなこころ

意外？！ローリエの知られざる効果効能につ
いて
hiinaspider

切り干し大根の驚くべき栄養とは？！効能や
効果、簡単レシピを紹介します！
waka0211

くるみの栄養価がすごすぎる！今話題の健康
効果と栄養たっぷりレシピ集♪
akemi̲5147

ニラが凄い！今日から食べたい驚くべき効能
と栄養の掛け算レシピ★
sakurairo24

おすすめのまとめ
いまCAFYで注目のまとめ

朝食で1日をデザインしよう♪家族もほっこ
りおいしいパンレシピ
CAFY公式 

技ありおもてなしレシピ！彩りあふれる秋の
食卓
CAFY公式 

シャキシャキ上々♪白菜でコールスローを作
りましょ
petitpain

【ロールオムライス】くるくるっと巻くだけ
くだけでおしゃれさん♪
rskeppi

まさかのレシピ！食パンでベーコンエピが作
れるなんて…
wat̲nat
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azuki̲neko

ヘルシーのまとめランキング
昨日人気のあったヘルシーのまとめ

つらい"糖質制限中"でもお腹いっぱいになれ
ちゃうレシピ厳選15選！
ゆずみかん♪

消化にいい食べ物～これを食べて、早く元気
になろう～
tmm

糖質制限ダイエットメニュー7日分レシピ！
一週間試してみよう♪
maybee

【必見】風邪の時でも無理なく食べられるレ
シピ27選☆
candysnow

鉄分の多い食品を徹底解説！おいしく気軽に
とれるレシピで内面から輝こう！
tomomomo

» ヘルシーのランキングをもっと見る

アクセスランキング
昨日人気のあった「栄養」に関するまとめ

くるみの効能がすごい！毎日食べるだけで得
する「くるみ」の12の効果♪
yukey

ダイエットに効く？おからパウダーの効果と
栄養、おすすめレシピ21選
koroai2

本当に効く《栄養ドリンク徹底比較18選》
効果的な飲み方を知ろう！
yukidaruma

ほうじ茶の効能知ってる？体に効く飲み方3
つ教えます♪
shiroi̲hana

「納豆を毎日食べる」期待したい効果がいっ
ぱい。デメリットはある？
courin1021

パクチーの栄養を徹底解剖。上手に食べる調
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