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食の総合科学プロジェクト 調査報告

食の総合科学プロジェクトでは現在、重要
な食材を個別にとりあげて多角的に分析し、

関係性の食学
食材から探る

に向けて

その結果を『つぶつぶ』( いるふぁ発行の季刊
雑誌 ) に「食べ物はどこから来るの ?」という
連載にまとめている。ここでは、その連載に
掲載し切れなった事柄も含めていくらか詳し
く報告する。人は何をどう食べるべきなのか

【第 3 回】 油（その 2）
●現代の食事に見る油

複雑な食の問題を解いていくための
の食学

関係性

の構築に向けての第一歩にしたい。

エネルギー比は 19%。 見える油 からは 11%、見えない油
からは 89% の割合で油を摂取している。

私たちは食事の中で、どのような油をどのような食品か
らどれくらい摂っているのだろうか ?

食事モデルを通し

この 2 つの食事モデルの比較から、現在では脂肪の摂取
量がかなり増えたこと、脂質エネルギー比が高くなったこ

て見てみよう。朝食では食パンにマーガリンを塗ってトー

と、 見える油

ストを焼き、インスタントのコーンスープを飲み、昼食は

また、飽和脂肪酸 : 多価不飽和脂肪酸 : 一価不飽和脂肪酸

外食のランチセットでスパゲティ・カルボナーラ、ドレッ

の摂取割合を比較してみると̶̶厚生労働省では推奨する

シングのかかったサラダとコーヒー。夕食はご飯と味噌汁

比率を 3:3:4 としているが、その科学的根拠は明確でなく、

にお惣菜屋さんで買ってきた酢豚と野菜のごま和えを食べ

メーカー側の「植物油は健康によい」の宣伝の引き合い

たとする。この一日の食事モデルでは摂取したエネルギー

に出されることが少なくない̶̶40 年前の食モデルでは

は 2376kcal、脂肪は 120g になる。脂質のエネルギー比は

2.8:3.6:3.7 であるのに比べて、現在の食モデルでは 4:1.8:4

25% が理想とされるが、この食事モデルでは 45% にも上

であり、多価不飽和脂肪酸（必須脂肪酸）の割合が小さく

る。マーガリンやドレッシングなどわかりやすい

見える

なっている。健康面でより深刻なのは、表に見るように現

からは 21%、肉や卵や乳製品など食品にもともと含

代の食事ではリノール酸（n − 6 系）過多（αリノレン酸（n

油

まれている

見えない油

からの摂取が増えたことが推測できる。

からは 79% の割合で、油を摂

− 3 系）不足）の傾向がはっきり現れていることだ（厚生

取している。見えない油の割合が大きい̶̶それは、油は

労働省の推奨値は「n − 6 系 :n − 3 系 =4:1」）。αリノレ

意識しない限り、知らないうちにたくさん摂取してしまう

ン酸を多く含む食品は、魚や海藻類、野菜、種子、胚芽類

ことを意味する。

だが、穀物の精白や肉食化でαリノレン酸の摂取量が減っ

次に、今から 40 年前、つまり日本の伝統的な食事をし

ており、それに「植物油信仰」（リノール酸が多いコーン

ていて少しずつサラダ油が家庭に普及し始めた頃の食事モ

油、大豆油、紅花油などを健康によいと信じて多用するこ

デルを見てみる。朝食ではご飯、味噌汁、焼き魚、野菜の

と）が追いうちをかけているのだ。

煮物を食べ、昼食は今のような外食はほとんどなく、お弁
当でご飯、卵焼き、おひたし、ウィンナー、そして夕食は

●避けるべき油

ご飯、貝の味噌汁、刺身、切干大根の煮付け、ドレッシン
グのかかったサラダを食べたとする。このモデルで一日に

油を摂る量と（脂肪酸のバランスに留意した）摂り方が

摂取したエネルギーは 2614kcal、脂肪は 55g になり、脂質

問題なだけではない。摂ってはいけない油、摂らない方が
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よい油がある。

市民科学

色、脱臭、酸化防止剤添加、高熱処理、ベンジンやヘキサ
ンなどの溶剤を使った抽出…。化学的製法で工業的に大量

（1）動物性油脂を控える

に作られた油を大量に使用する──これがどれほど私たち

飽和脂肪酸が主成分で必須脂肪酸が少ない。動物の体温

の健康に影響しているかをしっかり検証する必要がある。

は人間より高いので、動物性油脂は人間の体内で固まる傾

余分な精製を行わない伝統的な圧搾法で搾られた油にはビ

向があり血液の粘度を高め、血流が悪くなる。動脈硬化や

タミンやミネラル分が損なわれずに残っている。市販物の

肥満の主因にあげられて久しい。

安さに惑わされず、伝統的製法の良質な油を選ぶことから
食の改善は始まるだろう。

（2）水素添加加工の油脂は避ける
●植物油の賢い見分け方・使い方

「バターは動物性で、マーガリンは植物性だから、マー
ガリンがいい」
と思っている人は大きな勘違いをしている。
常温では液体の植物油を固形にするために、「部分水素化」

良質の油を適切な組み合わせで適量摂取する──ここで

という化学反応を経てマーガリンは出来上がる。油であっ

は、日常的に接する 4 種類の植物油からその見分け方と使

て油にあらず。酸化されにくく味も劣ることのないこの代

い方を見てみる。

物は、安価なので、市販のスナック類などに必ずといって

図１から分かるように、飽和脂肪酸の摂取量を減らす点

いいくらい使われている。マーガリンだけではない。最近

では、パーム油（◆コラム参照）を控えなければならない。

は市販の植物油や精製油には日持ちをよくするためにこの

大半の加工食品に「植物油脂」の表記のもとに相当量含ま

部分水素化を施しているものがある。問題なのは、その反

れているので、摂取を減らすには加工食品をできるだけ食

応の過程で、植物油の脂肪酸がかなりの割合で、自然界に

べないようにするしかない。

は存在しない構造の「トランス脂肪酸」に変化することだ。

オリーブ油は成分のほとんどがオレイン酸（一価不飽和

悪性リンパ腫、乳ガン、冠状動脈疾患、糖尿病、アトピー

脂肪酸）なので、必須脂肪酸の供給源としては不向きであ

性皮膚炎などアレルギーとの関連などその有害性が指摘さ

る。嗜好食品として位置づけたい。

れるようになったので、たとえば米国では「部分水素化」

ゴマ油はリノール酸（多価不飽和脂肪酸）を 40% 以上

した油であるかどうかの表示が義務付けられている。日本

も含む優れもの。リノール酸自体は酸化されやすいが、ゴ

ではただ「植物性油脂」と書かれているだけだ。

マ油には抗酸化成分が豊富に含まれているため、きわだっ
て保存性がよい。しかし比較的熱に強い一価不飽和脂肪酸

（3）化学製法で抽出精製された油は使わない

の含有率が大きくないこともあって、揚げ物などの加熱料

安い原材料をできるだけ早い時間で製品化することに腐

理には向かない。

心する油脂メーカー。そこでは、酸化・変性しやすい n −

リノール酸とαリノレン酸のバランスが 2:1 と優れてい

3 系のαリノレン酸を多量に含む原料はそもそも使用しな

るのが菜種油（「キャノーラ油」はその一種）だ。オリー

い。そうでない別の原材料にαリノレン酸が微量に含まれ

ブ油と同じく、加熱にも向いている。ただし、輸入のキャ

ていてもそれを不純物として精製して除去してしまう。脱

ノーラ油は遺伝子組み換え菜種を使っている恐れがあるの

図１

図２：小学６年生の肥満児出現率

オリーブ油
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◆コラム：パーム油って何 ?
気候や風土の違う国の油を大量に輸入し摂

に生産する。今やパーム油は世界で二番目に

30 年間で 30 倍近く増大している。この背景

取するのは、どこか無理と矛盾を抱えること

多く消費されている油脂である。日本では食

には、アブラヤシプランテーションの驚異的

になるのではないか ?

生鮮

用には、マーガリン、お惣菜などの加工済み

な拡大がある。プランテーションを作るため

扱いされてしかるべきだが、熱帯産の

食品 ( 例えば現在ではインスタントラーメンの

に失われる熱帯雨林、固有の生態系、先住民

80% にパーム油が使用されている ) やファー

の暮らしと文化、プランテーションで使用さ

ストフード、冷凍食品、菓子類のショートニ

れる大量の化学薬品により、土壌、水質汚染

ングなどに多く使用され、菜種、大豆に続き、

のほか、薬品を使用する労働者 ( 主に女性 ) へ

れる植物性の油でありながら、飽和脂肪酸が

三番目の消費量を誇る。保存性が良く、加工

の被害が深刻であり、プランテーション用の

ほとんどなので常温で固まっている ( ココナ

しやすく、安価であるのでどんどん消費が伸

土地確保のために企業による森林への火入れ

ツ油も同様 )。産地はマレーシアやインドネシ

び、石鹸や洗剤、化粧品などへの利用も著しい。

が大規模な山火事などを起こし大気汚染も発

アなどの東南アジアだ。ここでは諸外国に輸

日本における消費量は、1960 年に 1 万 3000

生している。プランテーションで働く労働者

出するためのヤシを栽培して低コストで大量

トンだったのが 1994 年には 37 万トンとなり、

の劣悪な労働条件や児童労働なども問題だ。

食品

食用油は本来

油が日本の気候の中でその

鮮度

を本当に

保ち、私たちの身体になじむのだろうか ?
パーム油は、アブラヤシの実の果肉からと

で、国産のものを使いたい。

（連載第 1 回「砂糖」参照）、パーム油などから生産される

以上の特性を考えると、油は菜種油を主とし（加熱料理

低価格植物油という、1970 年代に現れたこの二つの安価

にも使える）
、それにゴマ油をいくらか混ぜながら摂取す

で人間の嗜好に合う原料と、大量生産・大量消費の社会シ

るのが賢明だと思われる。混ぜることで菜種油の酸化安定

ステムが噛み合い、大量の高脂肪・高カロリー食品が低価

性も高まる。

格で市場に出回るようになった。ファーストフードや加工
食品の拡大である。ここ 30 年で私たちの食生活は大きく

●油は食問題・食生活の改革の要

変わったが、それと同時に健康を脅かす事態も拡大してい
る（例：図２にみるような子どもの肥満の増加）。賢い油

現代の食のゆがみが集中的に現れているものの代表格が
油だろう。トウモロコシから生産された低価格の異性化糖

『もう牛を食べても安心か』

の摂り方を自分の食生活で確立することが、食のゆがみと
社会のゆがみを改めていく大きな一歩になるだろう。

現代の生命像にコペルニクス的転換をもたら

すると非組み換え食品と何ら変わらない）を根

した「動的平衡」の概念は、今では忘れられた

拠にすることはなぜ誤りなのか、赤ちゃんの離

生化学者シェーンハイマーが創りあげたものだ。

乳のタイミングを前倒しにすることが食物アレ

著者は「なぜヒトはタンパク質を食べ続けなけ

ルギーやアトピーの引き金になりえるのではな

米国産牛肉輸入の再開に向けて日米政府間の

ればならないのか」「消化するときに何が起こっ

いか、といった問題が射程に入ってくる。

交渉が続いている。両政府は安全度の高い若い

ているのか」という、ものを食べることの根本

牛から牛肉貿易を再開することで基本合意して

的な意味と仕組みを、シェーンハイマー復権の

精製あるいは人工合成した異常プリオンタンパ

おり、現在は牛の成育月齢の確認方法をめぐり

意図も込めつつ、動的平衡から説き起こす。そ

ク質を他の個体に接種しても発病しないことが

専門家同士の詰めがなされている、と報じられ

こから鮮やかに導かれるのは、 できるだけ遠い

端的に示しているように、プリオン仮説は完全

ている。全頭検査を「非科学的」だとし「輸出

ところのものを食べよ （カニバリズムの禁忌）

であるとはとても言えない。感染ルートや（米

再開は、常識を伴った科学を基に決められるべ

の教えの合理性であり、狂牛病がいかにして消

国も含めて）汚染の規模も不明のままである。

きだ」と

化機構をすり抜けたかの推理である。英国では、

特定部位にだけ病原体が限局されるという見方

であることは、

生後間もない時期の本来ならば母乳で育つはず

を崩す実験データも現れてきている。最終章で

誰の目にも明らかだろうが、では BSE（狂牛病）

の子牛に、肉骨粉を水で溶いた代替飼料を与え

著者が展開する「全頭検査は十分に科学的であ

のリスクをどうとらえて対処していくことが科

ていた。生物はその発達の過程で最も侵襲を受

る」ことの論拠は、今だからこそ多くの人に注

学的なのか、と問われれば、おそらく大半の人々

けやすくなる時期があり（「脆弱性の窓」）、その

目されるべきだろう。

は答に窮するだろう。だが、ここにその判断の

時期に子牛たちが一斉に病原体の侵攻を受けた

プルシナー（プリオン仮説提唱でノーベル賞

糧を与える簡潔ながら明快な一書が現れた。

と考えると、英国での発病牛の発症分布がよく

受賞）の計算高い野心を描いたポートレイト、

説明できる。

病原体検出方法の分かりやすい解説、「狂牛病」

書評

科学

福岡伸一
（文春新書、2004 年 12 月）

を振りかざす米国の姿勢が、

じつは露骨なくらいに

政治的

この本には著者が分子生物学の研究者だから

全頭検査に対する著者の立場は明確である。

こそ持ちえる説得力がある。
「生命体と環境との

「動的平衡」による生命の連鎖、ならびに発達

を「BSE」と言い換えることへの違和感の表明

間の絶え間のない分子の流れと平衡（生命体は

プロセスにおける「脆弱性の窓」の存在̶̶こ

など、読み応えのあるエピソードやコラムも見

その流れの中に作られる緩い

結び目 ）
」とい

の２つの概念が力を発揮するのは何も狂牛病問

逃せない。清新なスタイルの科学評論の登場を

う原理を礎にして考察の網の目を張り、研究の

題に限らない。臓器移植がなぜ生物学的には非

歓迎したい。

現場に身を置く者の臨場感を随所ににじませて

常な

なのか、遺伝子組み換え食品の評

（上田昌文、市民科学研究室代表）

いる。

価を「実質的同等性」（成分や急性の毒性を比較

「週間読書人」2005 年 2 月 18 日号に初出
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