
安全で健やかな食生活
を送るために

～トランス脂肪酸を例に～

平成３０年２月２２日
農林水産省 消費・安全局

食品安全政策課
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平成２９年度
埼玉県消費者団体との意見交換会



本日の内容

１．安全で健やかな食生活を送るため

の食事とは？

２．食品の安全性に関する話題

（トランス脂肪酸）

２



１．安全で健やかな食生活
を送るための食事とは？

３



食品は様々な化学物質からできている

食品成分、栄養素
たんぱく質

脂質

炭水化物

ビタミン類

ミネラル類 など

製造・加工の段階でできるもの

有用な物質（香りの成分など）

有害な物質（アクリルアミドなど）

人が意図的に使用したもの

食品添加物

残留農薬

残留動物用医薬品 など

環境や微生物などに由来する
もの

重金属（カドミウム、鉛など）

カビ毒 など

未知の物質

４

天然に含まれる有害物質

アルカロイド
ふぐの毒 など



食品に含まれる栄養素とは？

・三大栄養素

栄養素名 主な働き 消化されると？ 多く含む食品

たんぱく
質

体をつくる アミノ酸 肉、魚、卵、
大豆製品

脂質 エネルギー
になる

グリセリンと
脂肪酸

バター、
マーガリン、
植物油

炭水化物 エネルギー
になる

ぶどう糖や
果糖などの
糖類

ご飯、パン、
めん、いも、
砂糖

５

・微量栄養素
ビタミン類、ミネラル類など



食品の成分で注意すべき点

・天然に含まれているもの ≠健康に良いもの

じゃがいもに含まれるソラニン
ふぐの毒であるテトロドトキシン など

・健康の維持に必要な成分でも、とりすぎると
健康に悪影響を与えることがある

食塩
ビタミンA など

６



物質・食品が安全かどうかは、
体に吸収される量と毒性による

＝どんな物質・食品も
毒になりうる

食品の「安全性」は量の問題

必要な量
(栄養素の場合)

量

０

健康への悪影響

食品の安全性の概念

７



安全で健やかな食生活を送るためには？

• 食事の栄養バランスに気をつけましょう
• そうすることで、
 健康の維持に必要な栄養素を必要量
とることができます

 食塩や脂肪のとりすぎを防ぐことが
できます

８



２．食品の安全性に関する話題
（トランス脂肪酸）

９



油脂とは？

グ
リ
セ
リ
ン

脂肪酸

脂肪酸

脂肪酸

１０

・油脂の構造

ゆ し

油脂

・油脂の分類

固体の脂（あぶら）

液体の油（あぶら）



油脂は重要な栄養素の一つ

・脂質
 油脂、脂肪酸、グリセリンなどの総称

・油脂は重要な栄養素の一つ

 エネルギー源

 ビタミンAなどの吸収を助ける働き

 必須脂肪酸（リノール酸、αリノレン酸）

１１



脂肪酸とは？

 炭素（C）の原子が鎖状につながった分子

 鎖の一端に酸の性質を示すカルボキシル基

（-COOH）がある

 分類

脂肪酸

飽和脂肪酸
（二重結合なし）

不飽和脂肪酸
（二重結合あり）

シス型

トランス型

１２



シス型とトランス型の2種類

Ｈ

Ｃ ＣＣ Ｃ

Ｈ Ｈ

Ｈ

トランス型
（水素（H)が反対側にある）

シス型
（水素（H)が同じ側にある）

１３
トランス脂肪酸

トランス脂肪酸とは？



トランス脂肪酸の含有・生成

トランス
脂肪酸

天然に食品
中に含まれて
いるもの

油脂の加工・
精製工程で
できるもの

油脂の加工
（水素添加）

油脂の精製
（高温処理）

１４



天然に食品中に含まれているもの

１５

・天然の不飽和脂肪酸：ふつうはシス型

 しかし、牛や羊などの反芻（はんすう）
動物の胃の中の微生物の働きによって

トランス脂肪酸 が作られる。

［天然にトランス脂肪酸を含む食品の例］
牛肉や羊肉、牛乳や乳製品など

トランス脂肪酸



油脂の加工（水素添加）でできるもの

［水素添加した油脂を使った主な食品］
・マーガリンなど
・パン、ケーキなど

*油脂の風味の劣化を抑えたり、加工食品の原料
として使いやすくしたりするために行います １６

液体の植物油
や魚油

半固体又は
固体の油脂

水素添加*



油脂の精製（高温処理）でできるもの

１７

精製前の
植物油

精製した
植物油

高温処理*

［高温処理した植物油の例］
・サラダ油など

* 好ましくない臭いを取り除くために行います



食品中のトランス脂肪酸含有量

食品名 調査年度 試料数 平均値 最大値 最小値

マーガリン 2014 46 3.2 16 0.22

ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 24 4.5 24 0.22

ﾌｧｯﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 33 1.2 4.4 0.20

マヨネーズ※ 2006 9 1.24 1.65 0.49

食パン※ 5 0.16 0.27 0.046

菓子パン類※ 4 0.20 0.34 0.15

バター※ 2006 13 1.95 2.21 1.71

牛肉※ 70 0.521 1.45 0.012

牛乳※ 26 0.091 0.19 0.024

チーズ※ 27 0.83 1.46 0.48

ヨーグルト※ 4 0.086 0.10 0.065
無印 農林水産省有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成25～26年度）
※印 食品安全委員会 「食品に含まれるトランス脂肪酸の評価基礎資料調査報告書」（2007）

単位：g/100 g
１８



トランス脂肪酸が体に悪いって本当？

１９

・トランス脂肪酸をとりすぎると

血液中のLDLコレステロール（いわゆる
悪玉コレステロール）増加

血液中のHDLコレステロール（いわゆる
善玉コレステロール）減少

心臓病のリスクを高める可能性



 平均的な日本人よりトランス脂肪酸の摂取量が

多い諸外国の研究結果では、

 冠動脈疾患の発症を増加させる可能性

 肥満、アレルギー性疾患と関連あり

平均的な日本人の摂取量において、これらの

疾病に罹るリスクと関連があるかは不明

食品安全委員会によるリスク評価（その１）

20



・WHO/FAO合同専門家会合
 2003年に目標値を公表

・トランス脂肪酸をとる量の目安
総エネルギー摂取量の１％未満

・日本人の場合
平均で約1,900 kcal
平均的な活動量では、１日当たり約2 ｇ
未満が目標量に相当

２１

トランス脂肪酸をとる量の目安



* 内閣府食品安全委員会「新開発食品評価書：食品に含まれる
トランス脂肪酸,(2012年3月)」

実施主体 年度
平均摂取量
（g/日）

総エネルギー比
（%）

食安委* 
2006 0.666 0.31

2010 0.636 0.30 

農水省 2005 - 2007 0.918 - 0.961 0.44 - 0.47

日本人の食品からのトランス脂肪酸摂取量

食品安全委員会によるリスク評価（その２）

22



日本人の食品からのトランス脂肪酸摂取量
（高摂取群）

95%ile
1-6 7-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

男性 1.02 0.79 0.79 0.74 0.66 0.64 0.58 0.59 0.60 
女性 0.99 0.83 0.82 0.85 0.79 0.76 0.71 0.64 0.62 

99%ile
1-6 7-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

男性 1.60 1.09 1.13 1.16 1.00 0.91 0.84 0.85 0.91 
女性 1.55 1.14 1.18 1.21 1.02 1.06 1.01 0.92 0.92 

内閣府食品安全委員会「新開発食品評価書：食品に含まれる
トランス脂肪酸,(2012年3月)」

※上段：年齢（才）、中下段：総エネルギー比（%））

食品安全委員会によるリスク評価（その３）
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食品安全委員会によるリスク評価（その４）

日本人のトランス脂肪酸摂取量の推定結果
から分かったこと
日本人の大多数がWHOの勧告基準である
エネルギー比 1%未満

—通常の食生活では健康への悪影響は
小さい

脂質に偏った食事をしている場合は、エネ
ルギー比が1%を超える可能性があるので
留意する必要
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食品安全委員会によるリスク評価（その５）

【消費者向け】

 栄養バランスの良い食事を心がける必要

【食品事業者向け】

 引き続きトランス脂肪酸の低減に努める必要

【政府機関向け】

 日本人のトランス脂肪酸の摂取量を注視
 情報収集を継続。適切な情報を提供

飽和脂肪酸のとりすぎにも注意が必要
25



・ 「日本人の食事摂取基準（2015）」

 国民の健康の維持・増進、生活習慣病
の予防を目的に策定

 総脂質、飽和脂肪酸などの目標量や
目安量を設定

（※トランス脂肪酸：目標量等設定せず）

２６

厚生労働省による脂質の目標量等の設定



トランス脂肪酸以外の脂質による健康への影響

【脂質】

• 脂質からとるエネルギーの割合が高くなると、
肥満、メタボリックシンドローム、冠動脈疾患
のリスクの増加が懸念

【飽和脂肪酸】

• 摂取量を減らすと、心筋梗塞や動脈硬化の
リスクが減少

生活習慣病の予防を目的として、当面の目標
とすべき量（目標量）を設定

27



脂質、飽和脂肪酸の目標量

～30～49歳の場合～

目標量 脂質の推定摂取量
（中央値）

脂質
20 - 30%

25.8%（男性）
28.3%（女性）

飽和脂肪酸
7%以下

6.6%（男性）
7.6%（女性）

飽和脂肪酸を含む脂質全体のとりすぎに注意
* 総エネルギーに占める脂質等からとるエネルギーの割合

（単位：エネルギー比率*）

28



トランス脂肪酸の情報開示に関する指針
（消費者庁）

【目的】

• 食品事業者に自主的な情報提供を促すもの

【主な内容】

• 食品100 g（清涼飲料水等は100 ml）中トランス
脂肪酸が0.3 g未満のときは、0 gと表示できる

• さらに以下のいずれかの場合、「ノン」、「フリー」
などの強調表示ができる

飽和脂肪酸の量が食品100 g当たり1.5 g未満
（清涼飲料水等は、100 ml当たり0.75 g未満）

飽和脂肪酸由来の熱量が全体の10%未満 29



食事バランスガイド

３０

1日に「何を」、「どれだけ」食べたら良いかを
イラストで示したもの。健康な人が対象



さいごに

• 大部分の日本人のトランス脂肪酸摂取量は

エネルギー比 1%未満

• 通常の食生活では健康への悪影響は小さい

• 飽和脂肪酸はとりすぎが指摘

• トランス脂肪酸や飽和脂肪酸を含む脂質

全体の摂取を抑えるためには、食事の栄養

バランスに気をつけることが大切

31



さらに詳しく知りたい方へ

 農林水産省ウェブサイト
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat
/index.html

 食品安全委員会ウェブサイト
http://www.fsc.go.jp/sonota/trans_fat/trans_fat.h
tml

 厚生労働省ウェブサイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/syokuji_kij
yun.html 32

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/index.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/trans_fat/trans_fat.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/syokuji_kijyun.html


ご清聴ありがとうございました
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