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【里芋の栄養成分が凄い？】気になるカロリーと効能をご
紹介！
里芋ってジャガイモやサツマイモ比べてどこか地味な存在ですよね。しかし、そんな里芋には意外と知られ
ていない栄養成分が含まれていたのです。また、実は、芋類であるにもかかわらず、ダイエットにとても効
果がある食材でもあるのです！今回はそんな健康やダイエットに嬉しい里芋について詳しく解説していきた
いと思います。
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みなさんは、芋といったら何芋を想像されますか？または、どんな芋がお気に入りでしょう
か。一般的に、普段の食事で食べられているポピュラーな芋といったら、やはりジャガイモや
サツマイモが多いのではないでしょうか？この記事では、数ある芋類の中で、いまいち知名度
にかける里芋について詳しく紹介していきたいと思います。 
 

里芋のルーツはインド東部からマレーシアにかけた東南アジアだと言われています。紀元前
2500年頃には海を越え世界の各地に広まり、日本には縄文時代にはすでに伝わっていたと考
えられています。この歴史の古さは、ジャガイモやサツマイモよりもずっと深いのです。 
 

ジャガイモやサツマイモが日本に登場する江戸時代までは、芋といえば里芋の事を指していま
した。それぐらい里芋は、昔から日本で食べられてきた、とっても歴史の深く、日本人にとっ
て馴染みのある食材なのです。

里芋には親、息子、孫がいる？

スーパーなどでよく見かける里芋は、一般的に小さく細長い形をしていますが、実はあれは、
里芋の一部なのです。つまり、里芋の元の形ではないのです。スーパーで売られている一般的
な里芋のほとんどが小芋と孫芋なのですが、里芋の元々の形は、親芋と小芋、孫芋で構成され
ているのです。 
 

そのため、スーパーでよく見かける里芋は、実は親芋が省かれた状態であったのです。里芋の
親芋の部分は、緑色で太い根のような、ねぎの形をしています。親芋は、あまり食べられるこ
とのない部位ですが、食用として販売されることもあります。 
 

里芋には、このように親、子、孫と例えられることから、子孫繁栄の縁起物として正月などの
料理に使われたりすることもあるそうです。 
 

皮は食べられるの？
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ジャガイモやサツマイモと同様に、里芋の表面には皮があります。では、ジャガイモやサツマ
イモのように里芋の皮って食べられるのでしょうか？皮が付いた状態で里芋を食べる機会があ
まり多くないので、皮は食べられないものだと考えている方も多いと思います。 
 

しかし、里芋の皮は食べる事ができます。また、栄養も豊富に含まれていて食べなきゃ損なぐ
らいなのです。そんな皮に含まれる栄養については後程詳しく説明します。 
 

皮が付いたまま食べようと考えている方は、しっかりと表面を洗いましょう。表面の皮には、
土以外に農薬が残っている事があります。農薬は有害物質ですので、洗わずに食べると危険だ
と考えられるので気をつけましょう。しっかりと洗えば農薬は取れます。

旬はいつ？

里芋は、どんな時期でもスーパーでに置いてあります。そのため、季節を問わずに、いつでも
食べられる食材というイメージがありますよね。でも、食材はできたら一番おいしく栄養が豊
富な時に食べてみたいものですよね。そんな旬の里芋はいつ食べられるのでしょうか？ 
 

里芋には、先程説明したように数多くの種類があります。そして、その種類ごとに旬が若干違
うこともあるのですが、秋から冬にかけてが旬だそうです。この季節は、温かい鍋や煮物など
に里芋を入れて食べるのもいいかもしれません。

新鮮な里芋の見分け方
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食材を買う際に注目するのは、やはりその食材の鮮度状況です。せっかく、栄養豊富な食材も
鮮度が悪ければ、期待できる栄養成分も当然下がってしまいます。 
 

そのため、新鮮なものを選びたいとうのが消費者の本音です。里芋も当然、鮮度の良いものを
選びたいものです。実は、そんな鮮度状況の良し悪しを里芋の皮で判断する事ができるんで
す。ポイントを以下にまとめてみたので、参考にどうぞ。 
 

①変色や痛みが無い 
②触った感じで、若干の湿り気がある 
③土が表面に残っている 
④形として丸みがある 
⑤お尻の部分が固め 
 

これらのポイントを満たしている里芋は、新鮮で栄養豊富だと言えます。 
 

里芋の種類

里芋は10種類もある？
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里芋は、実は様々な種類に分ける事ができるほどバラエティーが豊富なのです。里芋には、土
垂、京いも、八ツ頭、はすいも、セレベス、石川早生、海老芋、芋茎、頭芋、殿芋に分けられ
るのです。里芋にこんなにも種類があるなんて驚きです。 
 

里芋は種類によって味、食感も変わると言われています。そのため、自分好みの里芋を探して
みるのも面白いかもしれません。里芋はどうやら奥が深いようです。

カロリー

他のイモ類との比較

やはり、食べ物はカロリーが気になりますね。芋といったら、どこかカロリーが高そうなイメ
ージが湧いてきますが、里芋のカロリーはどうなのでしょうか？以下に、100gあたりに含ま
れるカロリーを芋ごとにと比較してまとめてみました。 
 

（100g計算） 
 

さつまいも 124kcal 
さといも 61kcal  
じゃがいも 78kcal 
山芋（いちょういも） 101kcal  
自然薯（じねんじょ） 122kcal  
ながいも 66kcal 
やまといも 124kcal 
 

どうでしょうか？なんと里芋は、芋類の中でトップクラスのカロリーの低さを誇っているので
す。サツマイモと比較したら二分の一以下のカロリーしかないということがわかります。この
ことから、里芋は、芋類の中ではダイエットにうってつけの食材と言えるでしょう。

他の食品と比較
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里芋などの芋類は、一様野菜の仲間として分類されているようなので、野菜の中でのカロリー
比較もまとめてみました。 
 

（100g計算） 
 

枝豆 135kcal たけのこ 26kcal 
にんにく 134kcal そら豆 108kcal  
キャベツ 23kcal とうもろこし 99kcal  
さやいんげん 23kcal 唐辛子 96kcal  
グリーンピース 93kcal なす 22kcal 
かぼちゃ 91kcal 春菊 22kcal 
れんこん 66kcal ピーマン 22kcal 
ごぼう 65kcal にら 21kcal 
にんにくの茎 45kcal ほうれん草 20kcal 
パセリ 44kcal かぶ 20kcal 
えんどう 43kcal トマト 19kcal 
モロヘイヤ 38kcal 大根 18kcal 
大豆もやし 37kcal ゴーヤ 17kcal 
にんじん 37kcal サニーレタス 16kcal 
たまねぎ 37kcal ラディッシュ 15kcal 
しそ 37kcal セロリ 15kcal 
 

 

どうでしょうか？さすがに野菜と比べるとカロリーは、若干高いようです。それでも、カロリ
ーの低さにおいて代表的な野菜と比べても、そんなに差がない事から、肉、穀物を含む食品全
体の中では里芋はカロリーの低い方に位置すると考えられます 

そもそも里芋に栄養あるの？ないの？

タンパク質
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里芋は、カロリーがとっても低くダイエットには良さそうです。しかし、食品に対して気にす
べき点はカロリーだけではありません。やはり食品の栄養構成も気になるところです。特に、
タンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素は、注目すべき点です。ここからはこれらの栄養素
が里芋にはどのくらい入っているか説明していきます。 
 

まず、タンパク質ですが、里芋には100g中タンパク質が2,6g入っているようです。この数値
は、とても低いと言えます。やはり、里芋は芋類なので、肉類や魚介類と違いタンパク質は少
ないみたいです。

脂質

里芋100gに含まれる脂質は、0,1gとタンパク質同様にとても少ないと言えます。脂質が低い
のは、ダイエットに気を使う人には嬉しいかもしれません。しかしながら、脂質も大事な栄養
素の一つです。特に、脳を使う際に脂は、重要な役割を果たします。極端に減らす事は健康上
良くないと考えられます。 
 

炭水化物
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やはり、芋類で気になるのは炭水化物の量です。芋類にはでんぷんが大量に含まれています。
そして、でんぷんは立派な炭水化物なのです。炭水化物はとても大事な栄養素ではあるのです
が、その中に含まれる糖質は、摂りすぎると肥満を始め様々な健康被害を引き起こすとされて
います。そのため、炭水化物の量には気をつけなければならないのです。では、里芋の炭水化
物の量を他の芋と比較して見ていきましょう。 
 

 

さつまいも 35.5g（糖質） 3.5ｇ（食物繊維）39ｇ（炭水化物） 
くずきり(ゆで) 32.5g（糖質） 0.8ｇ（食物繊維）33,3ｇ（炭水化物） 
やまといも 24.6g（糖質） 2.5ｇ（食物繊維）27,1g（炭水化物） 
じゃがいも 15.2g（糖質） 1.6ｇ（食物繊維）16,8g（炭水化物） 
ながいも 12.9g（糖質） 1ｇ（食物繊維）13g（炭水化物） 
里芋 11g（糖質） 2.4ｇ（食物繊維）13,5g（炭水化物） 
しらたき 0.1g（糖質） 2.9ｇ（食物繊維）3g（炭水化物） 
こんにゃく 0.1g（糖質） 2.2ｇ（食物繊維）2,3g（炭水化物） 
   

どうでしょうか？炭水化物とは、食物繊維と糖質を合わせた物を言います。ここで大事なの
は、炭水化物に含まれる糖質の量です。里芋の糖質は、11gと全体の中でもかなり低い方に入
ると言えます。糖質の量が低いのは、ダイエットや血糖値を気にする人にとっては魅力的な要
素です。こういった方は、里芋を糖質制限食として食事のメニューに入れてみるのもいいかも
しれません。

ビタミン、ミネラル

三大栄養素の他に里芋にはどのようなビタミン、ミネラルが含まれているのでしょうか？調べ
た所、里芋にはカリウムが多く含まれているようです。里芋100gにカリウムは640ｍｇ程入っ
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ています。それ以外には目立った量のビタミンやミネラルは入っていないようです。

里芋から期待できる健康効果

どうやら里芋には、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミンなどといった栄養素があまり含ま
れていないようですね。カロリーが低く、糖質が少ないのはありがたいですけど、タンパク質
やビタミンなどの大切な栄養もまた、ほとんど含まれていなければ、正直の所、里芋を健康食
品としては認めにくいのです。 
 

しかし、里芋をそう侮ってはいけません。里芋にはなんと里芋特有の希少な健康成分が豊富に
含まれていたのです。では、そんな健康成分についてここから詳しく説明していきたいと思い
ます。 
 

脳の活性化

里芋には、ガラクタンという成分が豊富に含まれています。里芋には特有のぬめりがあります
が、このぬめりはガラクタンなどでできています。このガラクタンという成分は、脳を活性化
させる効果も期待ができます。そのため、お年寄りへの認知症などの防止にも有効とされてい
ます。 
 

里芋は、とても柔らかいので固い物がなかなか噛めないお年寄りの人達にも食べやすい食材で
す。高齢者は脳の病気に罹りやすいので、積極的に摂取する事が健康寿命を延ばすことにとて
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も役に立つ考えられます。 
 

コレステロールを下げる

このガラクタンという成分には、コレステロールを下げる力も持っていると考えられていま
す。コレステロールは、肥満を作り上げるだけでなく、血管壁に蓄積することにより動脈硬
化、心筋梗塞、脳梗塞などの恐ろしい病気を作るきっかけにもなると考えられています。 
 

これらの病気は、現代の死因の上位を占める病気であり、発症原因のうちの一つとして、食事
などからのコレステロール過剰が挙げられます。里芋はそんなリスクを減らしてくれる食べ物
でもあるのです。

血圧を下げる

ガラクタンには血圧を下げてくれる効果も期待ができます。血圧を安定させることの必要性
は、当然ですが、とても大事なことです。現代の食事は、すっかり西洋的な物が浸透していま
すが、これらの食べ物は高塩分な物が非常に多く、それらの摂取が高血圧を招く原因になって
いると考えられています。 
 

まさしく、高血圧は、現代の生活習慣病で誰にも起こりやすいものなのです。そのため、普段
から血圧を安定させるために塩分を控えたり、塩分を抑える食べ物を取る事は大事だと考えら
れます。そんな食材として里芋はうってつけの食材と言えます。

タンパク質を効率よく吸収
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里芋にはヌルヌル成分の一つでもあるムチンも含まれています。ムチンも様々な健康効果が期
待できると考えられています。まず、ムチンにはタンパク質の吸収を高める効果があります。
タンパク質は体にとって、とても大切な要素です。その要素を効率的に吸収することをこのム
チンはサポートしてくれます。 
 

このムチンを含んだ里芋は、筋トレをする人にとても効果的な食材だと考えられます。という
のも、筋トレをする人は、筋トレ後のタンパク質の素早く効率的な摂取が求められます。そん
な時にタンパク質を多く含む食材と一緒にこのムチンを含む里芋を食べれば、効率よくタンパ
ク質を補え、筋肉の肥大をサポートしてくれると考えられるのです。 
 

胃腸の保護

ムチンは胃腸の粘膜を保護してくれる効果があり、そのために胃腸の調子を整えてくれる効果
が期待できます。胃腸の保護は、健康を保つうえでとても大事なことです。胃腸が荒れると、
慢性的な腹痛、便秘、下痢などの症状が起きやすくなると考えられます。 
 

胃腸が乱れると免疫力も落ちると考えられています。そのため、風邪をひきやすくなったりし
ます。こういったリスクを抑えてくれる力が里芋に含まれるムチンにはあると考えられていま
す。そのため、里芋を定期的に摂る事で胃腸が健全に保たれ免疫力も強化されることが期待で
きます。

美容効果
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里芋を食べる事によっていくつかの美容効果も期待できます。ここでは、里芋の摂取により期
待できる基本的な美容効果を紹介していきます。女性の方は必見です。

老化防止

里芋の皮にはリグナンというポリフェノールが含まれています。このリグナンは、大豆イソフ
ラボンと同様に女性ホルモンのエストロゲンと同じ働きをします。リグナンには高い抗酸化作
用があり、体内の活性酸素を取り払い、老化防止の効果も期待できます。これらの事からリグ
ナンは女性にとって、うれしい栄養素といえます。

むくみを改善
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里芋にはナトリウムを放出するカリウムが豊富に含まれています。ナトリウムの過剰摂取は高
血圧だけでなくお肌のむくみを引き起こします。むくみは、顔の印象を変えてしまう症状なの
で美容の大敵と考えている方も多いはずです。そんな女性の敵でもあるむくみ防止としてカリ
ウムを含む里芋を食べる事は効果的だと考えられます。

美肌効果

先程、里芋には胃腸を保護する働きがあると説明しましたが、胃腸が健全になるとお肌にもそ
の影響が伝わると考えられています。つまり、胃腸の健全はお肌の健全に繋がるという事で
す。例えば、胃腸が荒れて便秘が続くとどうなるかというと、排出されない毒素が血管から血
液中に溶け込みそのまま皮膚にダメージを与えてしまうのです。 
 

美肌は外側からだけでなく内側からのケアが必要だという事なのです。そのためには、やはり
健康的な食事をとる事が大事という事なのです。

胃腸保護で太りにくい体質に
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胃腸が健全になると、当然、便の出も活発になります。そのことによって、便秘などの改善も
期待ができます。便秘改善は美肌の効果が期待できるだけではなく、ダイエット効果も期待で
きます。胃腸が健全であれば、食べても食べてもそれに応じてしっかりと便が出てくれるの
で、太りにくい体質になる事が期待できます。 
 

抜け毛予防効果

リグナンは、女性ホルモンであるエストロゲンと同じ働きを体内でしてくれるのですが、この
事から、抜け毛予防が期待できると考えられます。というのも、女性ホルモンが減る事で男性
ホルモンが活性化してしまいます。 
 

この男性ホルモンは抜け毛の原因だと考えられているので、こうした男性ホルモンの比率を女
性ホルモンのような動きをするリグナンを増やす事で減らすことが抜け毛予防には効果的だと
考えられているのです。

効果的な摂り方
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ここでは、里芋から期待できる栄養効果を高めるための基本的な摂取方法や注意点についてご
紹介します。是非参考にしてみてください。

加熱には要注意

里芋からムチンやガラクタンなどの健康効果を期待するなら、強い火での加熱は要注意です。
これらの成分は熱に弱いのでなるべく強い熱を加えない調理法で調理するのが望ましいと言え
ます。加熱の強さは、蒸す、ゆでる、炒める、焼く、揚げるの順番で高くなっていくのでなる
べく、蒸す、煮るの調理をする方がいいと考えられます。
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里芋を主食にしてダイエットする場合は、なるべく油やタンパク質を含む食べ物を一緒に摂取
する事が理想的です。里芋単体にはタンパク質、脂質がほとんど含まれていないのです。その
ため、他の食材でその分の栄養を埋め合わせする必要があります。 
 

油でおすすめは、オリーブオイルです。オリーブオイルにはコレステロールを下げる効果があ
ると考えられており、過剰摂取しない限り太る心配はありません。

里芋を最初に食べる

里芋は食物繊維、希少な栄養素を豊富に含む食材です。そのため、それらの栄養素は、身体の
吸収状況が一番いい食事初めに摂る事が望ましいと考えられます。 
 

身体は、最初に食べた物の栄養を優先的に吸収していく機能がある考えられています。この原
理を利用して里芋を最初に食べる事で里芋の栄養をしっかりと吸収できると考えられます。と
くに、里芋に含まれる食物繊維を先に摂っておけば、血糖値の急上昇を抑えられる効果が期待
できます。 
 

また、腹持ちの良い里芋を最初に食べておけば、その後の過食を抑制できると考えられます。

ご飯の代わりに里芋を

糖質を抑えるうえでとても効果的なのがご飯を減らす事なのですが、ご飯の代わりに里芋を食
べてみるのはどうでしょうか？里芋は、糖質量も少ないうえに腹持ちもいいので、お勧めなの
です。里芋なら適度な糖質を摂取できるので、炭水化物としての摂取として理想的なのです。 
 

リの栄養素をまとめてみた
khs24726

柚子には意外な栄養があった！柚子の香りに
秘められた健康効果まとめ

hakase

豆苗の栄養が凄い！小さな身体に秘めた4つ
の栄養素とは？

nao

【ブロッコリーの栄養】あまり知られていな
いブロッコリーの栄養のヒミツとは！？

rmama

ステキ女子に聞いてみた！爽やかに朝を迎え
るための「寝る前の○○」

WELQ 

風邪は治りかけが一番つらい？しつこい◯◯
にもちゃんとケアを

WELQ 

いまや常識 !? 賢くプロテインを摂って、理
想のカラダに

WELQ 

キレイはカラダの内側から。頼れる美容素材
「酢酸菌酵素」とは？

WELQ 

パートナーのいびき、体からのサインかも。
睡眠が10年後の健康を左右する

WELQ 

いまWELQで注目のまとめ おすすめのまとめ

7

8

9

10

mintiti

一人暮らしでも大丈夫。風邪の時に食べると
いい食べ物11選

關未澪佳

ビタミンB1の多い食品トップ10を発表。1
位～3位は○○が独占です

olive2000

"糖質の少ない食品"はコレ！絶対知っておき
たい！健康&ダイエットに良い食材♪

as93pp

ルイボスティーの効能は盛りだくさん！おい
しく飲むための4つのアレンジと、より効果
が得られる3つのポイントとは？

ともえ

【柿の栄養】「柿が赤くなれば、医者が青く
なる！」医者いらずの柿のパワーをご紹介

kslab

結局もやしに栄養ってあるの？都市伝説に終
止符！実はすごいもやしの栄養素９選！

tadeai

『にんにくの栄養効果』がスゴい！食べ方を
変えるだけでも効果バツグンに？

saltydog

アボカドの健康効果と美容効果はやっぱり凄
い！その魅力を徹底解剖☆

colors

【里芋の栄養成分が凄い？】気になるカロリ
ーと効能をご紹介！

mintiti

白菜の効果効能と効率的に栄養を摂取するた
めの５つのポイント

khs24726

とにかくすごい！キャベツの効果まとめ…知
れば毎日食べたくなる！

snoomin

セロリの健康効果って？意外と知らないセロ
リの栄養素をまとめてみた

昨日人気のあった食事・栄養管理のまとめ

食事・栄養管理のまとめランキング

食事・栄養管理のランキングをもっと見る

昨日人気のあった「野菜の栄養」に関するまとめ アクセスランキング

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

https://welq.jp/images/90040
https://welq.jp/outbound_links/track?id=386699&content_type=image
https://welq.jp/images/90063
https://welq.jp/outbound_links/track?id=386792&content_type=image
https://welq.jp/1637
https://welq.jp/3587
https://welq.jp/1069
https://welq.jp/3828
https://welq.jp/64977
https://welq.jp/61245
https://welq.jp/60731
https://welq.jp/66185
https://welq.jp/60996
https://welq.jp/1637
https://welq.jp/3587
https://welq.jp/1069
https://welq.jp/3828
https://welq.jp/64977
https://welq.jp/61245
https://welq.jp/60731
https://welq.jp/66185
https://welq.jp/60996
https://welq.jp/user/mintiti
https://welq.jp/user/mintiti
https://welq.jp/41339
https://welq.jp/3457
https://welq.jp/1778
https://welq.jp/21400
https://welq.jp/586
https://welq.jp/1270
https://welq.jp/3239
https://welq.jp/1450
https://welq.jp/10178
https://welq.jp/1567
https://welq.jp/1053
https://welq.jp/1637
https://welq.jp/41339
https://welq.jp/3457
https://welq.jp/1778
https://welq.jp/21400
https://welq.jp/586
https://welq.jp/heathyfood/ranking
https://welq.jp/1270
https://welq.jp/3239
https://welq.jp/1450
https://welq.jp/10178
https://welq.jp/1567
https://welq.jp/1053
https://welq.jp/1637


2016/12/1 【里芋の栄養成分が凄い？】気になるカロリーと効能をご紹介！｜WELQ [ウェルク]

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NcX1klx9zSoJ:https://welq.jp/10178+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 17/21

他の食材との食べ合わせ

食べ物には、相性のいい物同士を同時に摂取する事で、栄養を単体で取るより効果的に摂れる
ことがあります。里芋にも同じことが言えます。例えば、ブロッコリーとの同時摂取で美肌効
果の強化、海老との同時摂取で脳の活性化、味噌との同時摂取で新陳代謝の向上化が期待でき
ると考えられています。

里芋を食べるうえでの注意点

生では食べない

加熱しては栄養素が減るといっても、全く加熱しないことは危険な行為と言えます。イモ類の
主成分は、デンプンですが、人間は生のデンプンを消化しづらい生き物と考えられています。
そのため、生で食べる事で消化不良などを起こしてしまう恐れがあります。

食べすぎない
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とっても基本的な事ですが、食べ過ぎは禁物です。里芋はカロリーや糖質が比較的少ないので
すが食べすぎると、当然太ったり血糖値を上げてしまう恐れがあります。里芋は、適量を取れ
ば、体にもとてもよくダイエットにも有効です。量をしっかりと守る事が大事です。

里芋レシピ

里芋de洋風コロッケ

出典： http://www.recipe-blog.jp/profile/9507/recipe/597941

材料   
里芋  5個 
玉ねぎ  4分の1 
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塩（天然で味の濃い）適量 
シイタケ２個 
クミン  小さじ１ 
ナツメグ  小さじ１ 
乾燥パセリ  適量 
小麦粉  適量 
揚げ油（オリーブオイルが望ましい） 
パン粉  適量 
卵  １個 
 

作り方 
①里芋を電子レンジで７分加熱する。 
②ボールの中で里芋を棒などで崩しペースト状にする。 
③フライパンでシイタケと玉ねぎを炒める。 
④炒め終えたら、ボールにいれて塩や香辛料を入れて混ぜ合わせる。 
⑤十分混ぜ合わさったら手の平で具をこねる。 
⑥手でこねた具の表面に小麦粉を付ける。 
⑦卵を溶き、⑥に付け、その上にパン粉を付ける。 
⑧フライパンなどにコロッケが浸かるほど油を引いて黄色い色になるまで揚げる。 
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