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総説

トランス脂肪酸を巡る国内外の対応について

畝山智香子* 登田美桜

What Has Been Done in Japan and Other Countries about Trans Fatty Acids? 

Chikako UNEYAMA and Miou TODA 

National Institute ofHealth Sciences: 1-18-1 Kamiyoga， Setagaya-ku， Tokyo 158-8501， Japan 

1.はじめに

近年食品安全の分野でメディアの関心を集めていた比

較的新しい話題の1つがトランス脂肪酸である 最近では

2015年6月に米食品医薬品局 (FDA)が工業的に生産され

るトランス脂肪酸を含む油脂(部分水素添加油)はGRAS

(generally recognized as safe:一般的に安全とみなされ

る)ではないと発表し*1 それが日本国内では「米国では

トランス脂肪酸を食品に添加することが禁止された」とい

うようなあまり正確ではない報道となった. トランス脂肪

酸に限らないが，食生活や制度の違う諸外国の断片的な

ニュースの， 日本人にとっての意味を理解するのは必ずし

も簡単ではない.世界的にはトランス脂肪酸の問題はおお

むね解決に近づいているので，ここで改めてトランス脂肪

酸問題の全体像を概観してみたい.

2. トランス脂肪酸とは何か

トランス脂肪酸 (transfatty acid)の定義は1つではな

い.文字どおりの化学的意味としては脂肪酸とグリセリン

とのエステルである油脂の構成成分となる脂肪酸のうち，

最低1か所にトランス型の二重結合を持つもの，である.

したがって脂肪酸の炭素数と二重結合の位置や数により多

数の化合物がトランス脂肪酸に含まれる. しかし一般的に

食品に含まれる脂肪酸の種類はある程度限られているの

で，何種類かのものをトランス脂肪酸の代表として扱って

いることが多い.植物油に部分水素添加を行ってショート

ニング(硬化油)を作る際に多くできるのはエライジン酸

(C18: 1 (9・trαns))で，乳製品などに多く含まれるのはパ

クセン酸 (C18:1 (l1-trαns) )だとされている.部分水

素添加油に含まれるトランス脂肪酸は人工トランス脂肪酸

と呼ばれることもある.硬化油のトランス脂肪酸は，それ

*連絡先 uneyama@nihs.go.jp 
国立医薬品食品衛生研究所安全情報部:干158-8501東京

都世田谷区上用賀 1-18-1

*1 FDA. The FDA takes step to remove artificial trans fats 
in processed foods. 2015; http://www.fda.gov/NewsEvents/ 
N ewsroomlPressAnnouncements/ucm 451237 .htm. 

を作ることを目的として加工しているわけではなく，意図

せず副次的に生じるものなので製造副生成物でもある.つ

まり製造工程を工夫することによりある程度はできる量を

減らすことが可能である.反努動物の脂肪組織や乳に存在

するトランス脂肪酸は，消化管での微生物の作用により生

じるため，その含量をコントロールするのは困難である.

高温調理などの際に生じるトランス脂肪酸についてはあま

りよく分かつていないが比較的微量だとされている. した

がってトランス脂肪酸の問題について検討する場合には，

調理の際に生じるものについてはほぼ無視されている.

食品中に存在するトランス脂肪酸に対して何らかの規制

をしようとする場合の法的定義はもう少し複雑になる. 日

本では，消費者庁のトランス脂肪酸の情報開示に関する指

針*2ではコーデックス委員会の定義を採用して. I少なく

とも 1つ以上のメチレン基で隔てられたトランス型の非共

役炭素一炭素二重結合を持つ単価不飽和脂肪酸および多価

不飽和脂肪酸のすべての幾何異性体」と定義している.フ

ランスではフランス食品衛生安全庁AFSSA(現フランス

食品環境労働衛生安全庁ANSES)が「少なくとも 1つ以

上の二重結合がトランスになっている不飽和脂肪酸」を採

用し，二重結合の位置や脂肪酸の起源によらないとしてい

る判，判.日本の消費者庁やコーデックスのトランス脂肪酸

の定義では天然由来のトランス脂肪酸に含まれる共役リ

ノール酸は含まれないが，フランスの定義では共役リノー

ル酸もトランス脂肪酸に含まれる.

またスイスなどでは「食用油脂のトランス脂肪酸は

100 g中2gまで」といった基準を設定しているが，その

場合乳製品などに含まれる天然由来のものは規制対象から

外している.つまりバターのトランス脂肪酸については規

*2消費者庁. トランス脂肪酸に関する情報.2011; http:// 
www.caa.go・jp/foods/index5.html.

*3 AFSSA.食品中トランス脂肪酸の健康リスクとベネフイツ
トについて.2005; http://www.afssa.fr/ftp/afssa/basedoc/ 
rapportCLA.pdf. 

判 ANSES，Trans fatty acids. 2016; https:/Iwww.anses.fr/en/ 
cont巴nt/trans-fatty-acids
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トランス脂肪酸摂取量
トランス脂肪酸はコー

米国の女性の食事脂肪摂取量と冠動脈心疾患リスク

Hu et al. NEJM， 337， 1491-1499 (1997)のFig.1よ

り抜粋改訂.

図1.

いうことが常識とみなされた. トランス脂肪酸は不飽和脂

肪酸なので，理論的には飽和脂肪酸より望ましい油脂であ

ると考えられ，健康のためにはバターの代わりにマ}ガリ

ンを使ったほうが良いと言われたのである.ただし世界中

で同じように使われたわけではなく，国により摂取量は異

なる.アメリカは世界でも最も多くトランス脂肪酸を摂取

するようになった国であった.ちょうどNHSはアメリカ

人のトランス脂肪酸の摂取量の多い時期に詳細なデータを

とっていたわけである.

トランス脂肪酸は血中LDLコレステロール濃度を上げ，

HDLコレステロール濃度を下げることが確認されていて，

このことが心疾患リスクを上げる原因であると考えられて

いる.飽和脂肪酸も血中LDLコレステロール濃度を上げ

るがその程度は同じ量のトランス脂肪酸に比べて弱い.一

価および多価不飽和脂肪酸はLDLコレステロール濃度を

下げる.定性的に記述するとこうなるが，問題はどのくら

いの量から有害影響があるのか，である. NHSの代表的

なデ}夕3)を図1に示した.

総エネルギー摂取量に占めるトランス脂肪酸の割合が

2.9%以上で多価不飽和脂肪酸摂取量が少ない最もリスク

の高い群の冠動脈心疾患リスクを 1とした場合に， トラン

ス脂肪酸を最も少なく摂っている1.3%以下の群は 14年間

のフォローアップ期間での冠動脈心疾患の相対リスクが

0.3から 0.71(不飽和脂肪酸の摂取量により異なる)と低

かったこの研究ではトランス脂肪酸の摂取量が総エネル

ギー摂取量の1.7と2.4%の間ではあまりはっきりした用

量一反応相聞は見られていないが全体としてはきれいな用

量一反応関連がある.注意すべきはNHSで最もリスクの

少ない， トランス脂肪酸摂取量が最も低い群とされた人た

ちの摂取量が日本人の平均摂取量より多いことである.少

ない摂取量のほうに用量反応曲線を延長して(外挿)，少

なければ少ないほど良いだろうと想定されることが多い

が， トランス脂肪酸摂取量が非常に少ない集団における実

際のデータはほとんどない.現実的にはトランス脂肪酸の

3. トランス脂肪酸の健康影響

Nurses' health study 

トランス脂肪酸の健康影響についての報告はいくつかあ

るが，その中でも特に重要な役割を果たしたのがNurses'

health study (NHS) 1)，判である.この研究は 1976年に 12

万人以上の女性が参加して研究を開始し 2016年には40

周年を迎えている.これまでNurses'health study IIに

引き継がれ現在はNurses'health study IIIと第三世代の

研究が始まろうとしている.女性を対象にした大規模前向

きコホート研究の先駆けであり，参加者の脱落率が低いな

ど多くの優れた特長を持つ研究である.このNHSで1980

年からどんな脂肪を摂取しているのかを知るための詳細な

食品摂取頻度に関する質問を加えている.このNHSの8

万人以上の8年以上のフォローアップデータを用いて

1993年にトランス脂肪摂取量の最も少ない下位1/5に比べ

てトランス脂肪摂取量の最も多い上位115の冠動脈心疾患

(CHD) リスクが高いことが報告されたのがトランス脂肪

酸の健康影響に関する最も早い時期の報告の1つである2)

(Willettら).それ以降，ほかの研究者たちもトランス脂

肪酸の健康影響に関心を寄せ，in vitroでのメカニズムの

研究や動物実験も含めて多数の研究が発表されてきたそ

して2002年の米国科学アカデミー医学研究所Instituteof 

Medicineの報告でトランス脂肪酸の摂取が心疾患リスク

を上げる，と結論した*7 これがその後の具体的な対策の

引き金となった.

人工のトランス脂肪酸を含む部分水素添加油が食品に広

く使われるようになったのは 1980年代であるとされる.

飽和脂肪酸，いわゆる動物性脂肪が血中LDLコレステ

ロール濃度を上げることは比較的古くから知られていて，

不飽和脂肪酸，つまり植物油や魚油に代えたほうが良いと

*5 BLW. ミルクや肉もトランス脂肪酸を含む 2007; http:// 

www.blw.admin.ch/dokumenta tion/OOO 16/00261/index. 
html?lang=de&msg-id=10803. 
Nurses' Health Study; http://www.nurseshealthstudy.org/. 
NAS. Report Offers New Eating and Physical Activity 
Targets To Reduce Chronic Disease Risk. 2002; http:// 
www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx? 
RecordlD=10490. 

*6 
*7 

制対象としない，ということである判.加工食品中のトラ

ンス脂肪酸含量についての基準を設定している韓国では特

に天然由来かどうかについては問題にしていない.加工食

品の場合は含まれているトランス脂肪酸が乳製品に由来す

るのか部分水素添加油に由来するのか，あるいは食品の加

工時に生じたものなのかを区別するのはほぼ不可能なので

由来によらず総量を対象にするのが合理的であろう.この

ように「トランス脂肪酸」という用語は多数の化合物を含

むがその文脈によって含まれるものが異なることに注意が

必要で、ある.

この総説では特に断らない限り，

デックスの定義を意味する.
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摂取量がゼロになるような食生活は相当偏ったものになる

のでゼロが望ましいということはないだろう.またこの

データが得られた人たちは34-59歳で平均BMIは24で

あるが (160cmなら 62kgくらい)日本人女性のBMIは

平均22程度 (158cmで、55kg)である.そしてNHSの食

事調査票から計算される自己申告によるカロリー摂取量は

1日1，800キロカロリーであり，実際の体重を維持するた

めに必要なカロリーより少ない.ただしほかの同様の研究

でも相当な過少申告があり，この研究は質の高いほうであ

る.計算されて出てくる数値が小数点以下の細かい数値だ

からといってほんの僅かな違いで影響があると考えるべき

ではなく，食事調査の精度はその程度であるということは

留意しておく必要であろう.同じトランス脂肪酸の摂取量

であっても多価不飽和脂肪酸の摂取量が多いほうが常に冠

動脈心疾患リスクが低いということも日本人に当てはめよ

うとする場合には注意すべきだろう.

いろいろな研究のこのようなデータを総合的に判断して

WHOはトランス脂肪酸摂取量は総エネルギー摂取量の

1%以下を勧告している.

しかしフランスやスイスなどの乳製品を多く摂取する国

の人たちでは，乳製品を多く摂る人のトランス脂肪酸摂取

量が総エネルギー摂取量の 1%を超える.フランスは心疾

患リスクがほかの欧米諸国より低いことで知られている

(いわゆるフレンチパラドックス)こともあり，フランス

では心疾患リスクが高くなる値として総エネルギー摂取量

の2%を用いている. トランス脂肪摂取量を減らすために

乳製品の摂取量を減らすことは薦めておらず，人工のトラ

ンス脂肪酸のみを削減対象としている.乳製品に含まれる

パクセン酸と人工のトランス脂肪酸であるエライジン酸の

違いは二重結合のある位置が炭素2つ分違うだけなので生

理作用が著しく違うということは考えにくく， トランス脂

肪酸摂取量が総エネルギー摂取量の 1%を超えることで健

康への有害影響が出るという明確な根拠はない. 2%を超

えるようだとリスクがあることについての根拠は比較的

しっかりしている.ただし乳製品由来のトランス脂肪酸を

多く摂っている人たちとショートニング由来のトランス脂

肪酸を同じ量摂っている人たちの食生活がトランス脂肪酸

以外の部分で相当異なるだろうことは想像に難くなく，多

くの交絡要因があるだろうことについては常に留意してお

く必要がある.

4. トランス指肪酸のリスク管理

前述のような研究によりトランス脂肪酸のリスクが認識

されるようになると，その対策として各国が多様な政策を

実施してきた表1に主に海外でのトランス脂肪酸を巡る

動きについての概要を示す.大きなきっかけとなったのは

前章でも触れた2002年の米国科学アカデミーの報告と，

食事，栄養および慢性疾患予防に関する WHO/FAO合同

専門家会合である.これらによりトランス脂肪酸は摂取量

を減らすべきものであると明確に認識された.

日本の対応については次章で扱うが， トランス脂肪酸へ

の各国の対応はさまざまである.まずトランス脂肪酸が最

も多く含まれていると考えられるマーガリンなどのような

油脂への対策が考えられる.最も早い段階で法的規制を

行ったデンマークが有名で. 2003年に食品に含まれるト

ランス脂肪酸の含量を油脂100gあたり 2g以下という基

準を作った.ほかの多くの国では基準を作って特定の製品

を取り締まるという方法ではなく，製造業者への自主的削

減要請や栄養成分表示へのトランス脂肪酸の項目の追加に

よる消費者への'情報提供などを行っている.国内で販売さ

れている商品のトランス脂肪酸含量を監視し，国民の食事

摂取量調査と合わせて各国のそれぞれ異なるリスクを評価

して対策を進めていくという方針が採用されている場合が

多い.国民のトランス脂肪酸摂取量が多ければ，つまりリ

スクが高ければしっかりそれを減らす対策が必要である

が，摂取量が少なければリスクは低く，リスク管理の優先

順位は低くなるからである. トランス脂肪酸の有害影響で

ある血中LDLコレステロール濃度の上昇は，短期間です

ぐ死亡や入院につながるようなものではなく，ほかの食事

要因でも増減することがわかっていたのである程度の時間

をかけて，ほかの高コレステロール血症対策の進行状況も

にらみながら対応していくことが可能だ、った. トランス脂

肪酸の摂取量は国や地域により多様で、あったため，対応、も

それぞれ異なるものとなった.

2007年7月にはニューヨーク市がレストランで提供さ

れるメニューのトランス脂肪酸含量を制限したことが話題

になった*8 1回の食事あたりのトランス脂肪酸含量を

0.5g未満にすると決め，これは実質的には人工のトラン

ス脂肪酸を含む食材は使えないということになった.この

規制を実施するにあたりニューヨーク市はレストラン営業

者向けの相談窓口を設け，代用となる食材の提供に協力を

呼びかけたり情報提供サイトを運営したりと相当なリソー

スをつぎ込んで準備をしている.肥満が問題となっていて

心血管系疾患の擢患率が高く， トランス脂肪酸の摂取量も

多かったニューヨーク市にとっては重要な健康問題と認識

されていたためであろう. しかしニューヨーク市に続いて

いくつかの州で同様の規制が導入されてはいるがそれほど

多くはなく， どちらかというと珍しいリスク管理方法と

なった.

2002年から 2007年頃までにはトランス脂肪酸の表示な

どの初期の対策は多くの国でほぼ完了しその後はその効

果についての報告が出始めた*9 政府による企業への自主

的削減要請や消費者からの要望により，市販されている食

品中のトランス脂肪酸含量はほとんどの国で低下したと報

告されている. 2008年にはスウェーデン食品局が2007年

*8 NYC. MORE THAN 80% OF NYC RESTAURANTS 
NOW USING ZERO GRAMS TRANS FAT OILS 2007; 
http://www.nyc.govlhtmνdohlhtmνpr2007/pr052-07.shtml. 

判 FSAI.FSAI Survey Shows Low Trans-Fatty Acid Content 
in Fast Food 2009; http://www.fsai.ie/pr07042009.html. 



182 食衛誌 Vol.57， No. 6 

表1. トランス脂肪酸年表(海外)

年月 できごと

1980年代 米国で飽和脂肪への懸念から部分水素添加植物油の使用が拡大

1990年代 トランス脂肪酸の心血管系悪影響に関する報告が増える

2002 ["食事，栄養及び慢性疾患予防に関するWHO/FAO合同専門家会合」トランス脂肪酸の平均摂取量を一日当りの総エ

ネルギー摂取量の1%未満とする目標を示す

2002 米国科学アカデミーの微量栄養素委員会がトランス脂肪酸摂取量はできるだけ少なくするよう助言

2003 デンマーク，販売・供給される食品に含まれるトランス脂肪酸については，最終製品に含まれる油脂100gあたり 2g

を超えではならないとする規則

2004 12 欧州EFSAサ新規食品成分としてのエノパ油評価でトランス脂肪酸含量を下げるよう指示(通常のマーガリン等液状

泊が1%以下に対して4%以上)

2004 アルゼンチン，自主的トランス脂肪酸削減要請

2005 12 カナダ栄養成分表示へのトランス脂肪酸表示義務化

2005 4 仏AFSSA. トランス脂肪酸の報告書と助言を発表

2006 1 米国栄養成分表示へのトランス脂肪酸表示義務化

2006 アルゼンチン食品中人工トランス脂肪酸表示義務化

2006 7 Codex第29回総会で栄養表示ガイドラインにトランス脂肪酸の定義追加

2007 7 ニューヨーク市，飲食業のトランス脂肪酸一食0.5g未満に制限

2007 12 KFDA (韓国)，栄養成分表示にトランス脂肪酸表示義務化

2007 12 FSA (英国)• トランス脂肪酸に対しては自主的アプローチを推奨

2008 スウェーデン食品局. 2007年のトランス脂肪酸測定結呆を発表，スウェーデンは規制によらず食品業界との対話で対

応してきたが規制を行ったデンマークと同じ傾向であるとした

2008 1 台湾，栄養成分表示にトランス脂肪酸表示義務化

2008 ヘルスカナダ， トランス脂肪酸含量が減っていると発表

2008 4 スイス食用植物油脂100gあたりトランス脂肪酸の総量は2gを超過してはならないという規則を導入

2009 9 オーストリア人工トランス脂肪酸が100gあたり 2g以上の油脂の圏内流通を禁止，脂肪分が20%未満の加工食品や

ファストフードについては，人工トランス脂肪酸の最大許容含有量を会脂肪100gあたり 4g
2009 9 ブリティッシュコロンピア人工トランス脂肪酸の食品提供業者での使用制限使用する全てのマーガリンや油脂のト

ランス脂肪酸は総脂肪の2%以下でなければならない その他の食品については総脂肪含量の5%以下

2009 12 EVIRA (フィンランド)マーガリンやスプレッド製品のトランス脂肪酸は少ないと報告(従って問題にならない)

2010 7 香港栄養成分表示義務化， トランス脂肪酸も含む

2011 1 カリフオルニア州，人工トランス脂肪酸禁止 (1食0.5g以下)

2012 5 シンガポール食用油脂のトランス脂肪酸上限2%を設定

2012 11 EVIRA (フィンランド)食用油や植物油を含む製品に2%以上のトランス脂肪酸は検出されないと報告

2012 12 KFDA (韓国). トランス脂肪酸含量実態調査結果発表99%が0.2g未満

2012 アルゼンチン 植物油とマーガリンのトランス脂肪酸上限2%

2013 英国保健省，加工食品のトランス脂肪酸含量は相当減っているという報告

2014 アルゼンチン，加工食品のトランス脂肪酸を総脂肪の5%以内に規制

2014 米国でココナツオイル(トロピカルオイル)流行

2015 2 FSANZ. オーストラリアとニュージーランドの食品のトランス脂肪濃度が低いため表示の義務化は正当化できないと

結論

2015 6 FDA (米). 2018年以降人工トランス脂肪酸を GRASから外すことを決定

2015 7 香港食品健康書記KoWing司man博士，部分水素添加油の使用を禁止する計画は政府にはないと語る

2015 8 British Medical Journalに「トランス脂肪は死亡や心疾患リスクの大きいことと関連するが飽和脂肪は関連しない」

というレビュー

2015 米国食事ガイドライン助言委員会が総脂肪の上限を設定しないことを提言

2015 米国2015-2020食事ガイドライン発表.脂肪は総カロリーの35%までとしたが低脂肪食は薦めないとした

2015 12 EU. 一部の国でまだトランス脂肪の多い製品が販売されているため法的規制が必要という報告書を発表

2016 4 カナダ調査で包装済み食品の97%がトランス脂肪は推奨限度内だった

2016 5 FDA (米).包装済み食品の栄養成分表示を改訂，脂肪由来カロリーを不必要とした

2016 5 英国で食事ガイドラインの見直しを求める論争

2016 9 AECOSAN (スペイン)食品中のトランス脂肪酸含量は乳製品を除くほとんどが総脂肪の2%以下であり，公衆衛生

上の問題ではないと発表

のトランス脂肪酸調査結果を発表し，減ったことを当局と

企業の話し合いの成果だと報告している*円もともとのト

ランス脂肪酸摂取量が同程度だ、ったデンマークでも同程度

に減少しているが，デンマークは先に述べたように真っ先

*10スウェーデン食品局. Fat Quality 2007. 2008; http://www. 

slv.se/upload/dokum巴nt/rapporter/mat_naring/2007_fettk 

valitet_ version_1. pdf. 

に法的規制を導入しており，スウェーデンに言わせるとス

ウェーデンは法的規制を行うことなく削減できたので費用

対効果の高い優れたリスク管理であった，とのことであ

る.一方，デンマークではデンマークの食品中のトランス

脂肪酸が減ったのは当局が速やかな法的規制を行ったおか

げである， と削減を示すデータを発表した論文中で記述し

ている.



December 2016 トランス脂肪酸を巡る国内外の対応について 183 

2008年にはカナダでもトランス脂肪酸が減っていること

が報告された*11 ヘルスカナダはトランス脂肪酸専門委員

会を設けてリスク評価から対策までを検討していたが*'2

結果的には栄養成分表示にトランス脂肪酸を含めるという

対応だけでそれ以上は実施しなかった.州レベルでは追加

の使用制限が行われている場合もある.

英国，オーストラリア，ニュージーランドはトランス脂

肪酸が話題になった当初からもともと国民のトランス脂肪

酸摂取量はそれほど多くはないとして製造業者の自主的削

減と対話で対応していて表示の義務化も行っていない.む

しろ飽和脂肪の摂りすぎのほうが健康上の大きな問題であ

るという趣旨の発表を何度かしている *'3沖 14

アジア地域の韓国や香港は，食生活が欧米とは異なると

ころが多いためもともとトランス脂肪酸の摂取量は多くは

ない.英国やオーストラリアのような，摂取量が少ないの

で特別な対応は必要ないとした国よりさらに少ないくらい

であるが，表示の義務化や食品中のトランス脂肪酸含量に

ついての基準の設定などの対応をとっている国もある.韓

国では基本的には欧米に倣っていろいろな基準値を設定す

ることが多い. トランス脂肪酸についてはもともと諸外国

の基準を採用しでも基準違反となるような食品はあまり存

在せず， したがって基準を作ったことによる摂取量の削減

効果はほとんどないがそれでも食品中の含量に基準を設定

している.しかし「モニタリングの結果，非常に高い法令

遵守率であったJと発表することで国民を安心させている

ように見える.つまり健康上のリスクを減らすための基準

ではなく安心のための基準といったところである *'5-*'7

最もトランス脂肪酸摂取量の多い国の 1つで、あった米国

では最初に表示の義務化を行った 2002年以降のトラン

ス脂肪酸の摂取量は減ってはいるが他の固に比べるとまだ

多い.そこで2015年にもう一段強い対応として，人工ト

ランス脂肪酸の主な摂取源である部分水素添加植物油を

*"ヘルスカナダ.Trans Fat. 2009; http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

anlnutritionlgras-trans-fats/index-eng.php 
*12ヘルスカナダ.Health Canada welcomes final report from 

Trans Fat Task Force. 2006; http://www.hc-sc.gc.calahc-

asc/medialnr-cp/2006/2006_50巴.html.
*'3 FSA. FSA launches saturated fat campaign to help prevent 

heart disease， the UK's biggest killer. 2009; http://tna. 
europarchive.org/20111116080332/http://www.food.gov.uk/ 

news/pressreleases/2009/feb/launchsatfatcampaign. 

*14 FSANZ. Trans fatty acids. 2010; http://www.foodstandards. 
gov.au/consumerinformationltransfattyacidsdecem4187. 

cfm. 
*'5 KFDA. トランス勝肪低減化推進 2006; http://fcsi.nihs. 

go.jp/ex/webdocs/ex・o1/2006_/foodinfo200608/foodinfo 
200608.pdf (国立医薬品食品衛生研究所安全情報部の食品
安全情報から)

ホ16KFDA ・08年度お菓子類のトランス脂肪実態調査結果発表.
2009; http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ 

2009/foodinfo200905.pdf (向上)
*17 KFDA.菓子類のトランス脂肪大きく減ってー菓子類中94%

が0.2g未満. 2010; http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/ 

foodinfonews/20 1 0/foodinfo20 1003. pdf (向上)

GRAS (generally r問ec∞og酔ni均ze吋da剖ss回af，お'e)から外すという提

案がなされた*い

使われる成分が「一般的に安全とみなされる」根拠を

FDAに届け出て， FDAから異議がなければ使えるという

ものである.食品添加物の場合には同じように安全性に関

するデータを提出するがFDAが審査して認めた場合に使

える.安全性のレベルは基本的にはそれほど変わらないの

が建前ではあるが，データの厳密さや精査の度合いは食品

添加物のほうが高くなる.また EUでも 2015年にまだ一

部の国でトランス脂肪酸含量の多い食品が出回っていると

して，何らかの法的規制が必要であるという報告書が発表

されている4).*20が2016年9月の時点では具体的な規制は

行われていない.

全体として， トランス脂肪酸のリスク管理には，食品安

全担当機関から業界への削減要請，企業による自主的削

減，表示と啓発，規制値を設定する， といった多様な対策

がとられているがどの方法でも一定の削減効果があったよ
うである5)札制1-*25

5. 日本

表2に日本の対応をまとめた. 日本では欧米でトランス

脂肪酸が話題になっていた 2004年に食品安全委員会が

ファクトシートを発表している *26 食品安全委員会ができ

たのが2003年なのでこのファクトシートの作成は食品安

全委員会としては早期の対応と言える.ファクトシートの

内容としては欧米に比べて日本人のトランス脂肪酸摂取量

*18 FDA. FDA takes step to further reduce trans fats in pro-

cessed foods. 2013; http://www.fda.gov/NewsEvents/ 

Newsroom/PressAnnouncements/ucm373939.htm. 
キ19 FDA. Changes to the Nutrition Facts Label. 2016; http:// 

www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocu 

mentsRegulatorylnformation/LabelingNutrition/ucm385 
663.htm. 

*20 EU. Food: Report concludes that EU action is needed to 

set legal limits on trans fats. 2015; http://ec.europa.eul 

dgs/he al th_foo d -s afety/ dyna/ enew s/ enews. cfm? al_ 

id=1650. 
*21 RIVM. Dutch National Food Consumption Survey 2007 

2010: Diet of children and adults aged 7 to 69 years. 2011; 
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapportenl350050006.html. 

*22 EVIRA. No harmful trans fats found in margarines and 

fat spreads. 2009; http://www.evira.fi/portal/enlresearch_ 

on animal diseases and foodlcurrent issuesl?bid=1824. 
*23 EVIRA. Harmful trans fatty acid contents low in spreads 

and vegetable fat ice creams. 2012; http://www.e吋ra.fνpo抗al/

enlfoodlcurrent issuesl?bid=3195. 
*24 Agencia Espanola de Consumo， Seguridad Alimentaria y 

Nutricion (AECOSAN)， CONTENIDO DE ACIDOS 

GRASOS TRANS EN LOS ALIMENTOS EN ESPANA. 
2015. 2016; http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/ 
docs/documentos/nutricionllnforme_AGT2015.pdf 

*25 CDC. CDC study finds levels of trans-fatty acids in blood 

。fU.S. white adults has decreased. 2012; http://www.cdc. 
gov/medialreleases/20 12/p0208_trans-fatty _acids.html. 

*26食品安全委員会.ファクトシート トランス脂肪酸.2004， 
改訂. 2010; http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai・factsheets-

trans.pdf. 
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表2. トランス脂肪酸年表(日本)

できごと

2004 12 食品安全委員会がトランス脂肪酸についてのファクトシート公表
2009 11 福島瑞穂・内閣府特命担当大臣が「トランス脂肪酸の含有量の表示の検討を消費者庁に指示した」と記者会見で語った
2009 12 消費者庁がトランス脂肪酸に係る情報の収集・提供に関する関係省庁等担当課長会議第一回
2010 食品安全委員会が「食品に含まれるトランス脂肪酸」の自ら評価開始
2010 消費者庁で栄養成分表示検討会はじまる
2011 2 消費者庁が「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の公表
2012 3 食品安全委員会が「食品に含まれるトランス脂肪酸Jの評価書発表
2012 9 消費者庁，栄養成分表示検討会報告書発表. トランス脂肪酸は任意表示とする
2014 4 消費者委員会食品表示部会等に提出されたトランス脂肪酸に関する資料の中で.I食品安全委員会食品健康影響評価の概

要Jとされている部分が事実と異なっていることから，食品安全委員会が科学的に行った食品健康影響評価を説明する
資料を改めて作成

2014 4 消費者委員会 食品ワーキング・グループで食品の安全・表示等についての検討開始
2015 4 食品表示法施行(栄養成分については5年の猶予)
2015 5 消費者委員会食品ワーキング・グループ トランス脂肪酸に関するとりまとめ
2015 6 FDAが2018年以降人工トランス脂肪酸をGRASから外と決定したことがニュースで大きくとりあげられる
2015 糖質制限・ココナツオイル(飽和脂肪酸)・グルテンフリーが流行
2016 トランス脂肪酸含量を栄養成分に表示している製品はまだあまりみかけない

はそれほど多くはないと考えられるので健康的でバランス

のとれた食生活を推進することで管理でき，喫緊の対応は

必要ないだろうという趣旨のもので2016年現在と基本的

には変わっていない. 日本人にとってのリスクがあまり高

くないので一般からの関心を呼ぶこともなかった. 2004 

年に日本でトクホとして販売されていた食用油エコナが

ヨーロッパでの一般食品としての販売を目指して欧州食品

安全機関 (EFSA)による安全性の評価を受けたところ，

トランス脂肪酸含量が特異的に高いために減らすよう指示

されたこと 7) も日本国内ではほとんど問題視されることは

なかった.状況が変化したのは2009年に食品の表示を管

轄する消費者庁を担当する内閣府特命担当大臣に福島瑞穂

氏が就任し， トランス脂肪酸の含有量を表示する方針を指

示してからである.大臣の命令により，消費者庁はトラン

ス脂肪酸に係る情報の収集・提供に関する関係省庁等担当

課長会議を行い，食品安全委員会では「食品に含まれるト

ランス脂肪酸Jの自ら評価を開始した.自ら評価とは，ほ

かの省庁等から依頼されて行っている通常の評価とは異な

り，食品安全委員会が評価の必要があると判断してテーマ

を選ぶものである.消費者庁では情報収集を経て， 2011 

年に「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」を発表し

た*2 これはトランス脂肪酸の定義や測定法を示したも

ので，事業者が自主的にトランス脂肪酸を表示しようとす

る場合にはこの指針に従うことが求められる.その後消費

者庁では引き続いて食品表示の一元化の目標のもとに栄養

成分表示に関する検討会による議論が行われたここで将

来的に義務化される栄養成分表示の中にトランス脂肪酸が

含まれることになるのではないかという憶測もあった. し

かし日本人の健康にとって優先順位の高いものを義務的表

示に，それほどでもないものは任意表示にするという基本

方針のなかでトランス脂肪酸は特に重要とは考えられず，

義務化すべきという提言にはならなかった *27 なお前章で

の海外の対応の中で，栄養成分表示にトランス脂肪酸の表

示を義務化するという対応をとった国があることを紹介し

たが，その場合栄養成分表示が既に義務となっていて，そ

の項目の1つとしてトランス脂肪酸を加えている. 日本の

場合そもそも加工食品の栄養成分表示が義務ではなかった

(現在は義務化されているが発効までの猶予期間となって

いる)ため， トランス脂肪酸だけを先に表示するよう要求

することはできなかった.この栄養成分表示に関する提言

が発表されたのは2012年である.なおこのとき日本人に

とって最も重要な栄養成分としてナトリウム(食塩)を栄

養成分表示の最も上に記述するという提案がなされていた

のだがこれはその後消費者庁が最終的に決めた食品表示の

中では何の説明もなく採用されていない.

一方， 2012年には食品安全委員会の評価も発表された.

結果としては2004年のファクトシートとおおむね同様で，

つまり日本人のほとんどはトランス脂肪酸の摂取量は少な

くリスクは小さいというものであった *28 世界的にトラン

ス脂肪酸の削減が行われていたこともあり，マーガリンな

どの市販製品のトランス脂肪酸含量は企業の自主的対策に

より 2004年に比べてさらに減っていたしかし2014年に

はこんどは内閣府消費者委員会でさらにトランス脂肪酸の

問題が取り上げられ，食品ワーキンググループを作って検

討することになる.消費者委員会の食品ワーキンググルー

プによる「トランス脂肪酸に関するとりまとめ」は2015

年に発表され，結局食品安全委員会による評価とあまり変

*27消費者庁.栄養成分表示検討会情報.2011; http://www 

caa.go.jp/foods/index9.html. 
*28食品安全委員会.食品に含まれるトランス脂肪酸の食品健

康影響評価の状況について 2015; http://www.fsc.go・jp/
osirase/trans fat.html. 
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わらない結論になっている *29

このような 10年以上にわたる国内での経緯の中で，栄

養や食品安全の専門家による評価は日本人のトランス脂肪

酸摂取量が比較的少ないため，優先的に解決すべき課題で

はないという共通認識で一貫している. しかし報道や政治

の動向はそのような専門家の意見を尊重するわけではな

く，一般市民の間には不安と不信が継続し，より重大な解

決すべき問題一例えばナトリウムーへの関心は薄いままで

あるという結果にもつながっている.
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米国

は何もしない，から既存の規制手段をすべて動員する方法

まで選択肢はいくつかあった. もともとのトランス脂肪酸

摂取量の多い米固などではある程度のリソースを費やして

規制を行い暴露量を下げることによるメリット(この場合

は心血管系疾患催患者数の減少)はあるだろう. しかし日

本や韓国のように摂取量が多くはない国にとっては規制に

よるメリットは小さい.それでも韓国のようにリソースを

費やして規制を行うのか自主的削減に任せるのかは国民の

意志により，これが正解という確定的なものはない.その

国や地域の人たちの食生活全体や文化の文脈の中で， リス

クコミュニケーションにより解決すべき問題である. トラ

ンス脂肪酸について，あなたはどのようなリスク管理方法

が最も望ましいと思いますか? と問うことで食の安全確

保におけるリスクコミュニケーションの意味についての理

解が深まるであろう.

費用リスウ管理法

何もしない

大

トランス脂肪酸のリスク管理と費用対効果図3.

6. トランス脂肪酸問題を振り返って

米国が追加のトランス脂肪酸対策を打ち出したとはいえ

世界中でトランス脂肪酸の対策はほぼ終わっていて，あと

は再び暴露量が増えたりするようなことがないように監視

するだけという段階に入っている.主な摂取源であった人

工由来のトランス脂肪酸は 事業者が対策すれば減らすこ

とが可能で，比較的管理が簡単である.乳製品等に含まれ

るトランス脂肪酸については管理するのは困難で特に対策

はとられていないが，人工由来のものがなくなれば健康影

響としては無視できる程度であるとみなされている. 天然

のものまで減らしてゼロを目指そうとすればほほ達成不可

能になるが， トランス脂肪酸に対してそこまで厳密に管理

すべきだという主張はほとんどない.

図2にトランス脂肪酸をキーワー ドに含む出版物の数の

推移を示した.Aは医学文献データベースである PubMed

のMeSH(Medical Subject Headings) に“TransFatty 

Acids"が含まれるものを検索した結果， Bは国立情報学

研究所のCiNiiを“トランス脂肪酸"で検索した結果であ

る. CiNiiには一部専門誌ではない雑誌も含まれるのであ

る程度は世間の関心を反映している. トランス脂肪酸を含

む油脂が広く使われるようになったのが1980年代である

が医学文献での報告は2003以降であり 2010年前後でピー

クとなりここ数年はやや減少傾向である これは表1と2

で年表に示した各種トランス脂肪酸対策が実施されていた

時期と重なる.比較的短期間で公衆衛生上の問題として認

識され対応がとられ解決に向かった，食品中の有害物質と

してはどちらかというと希な事例である.同じような頃に

食品中に存在することが分かつて世界中で研究や対策が行

われたものにアクリルアミド (2002年に報告された)が

あるが，アクリルアミドについては各種対策が実施されて

いるにもかかわらず明確に暴露量が削減ができたという報

告はほとんどない.そのためトランス脂肪酸の事例は公衆

衛生の分野での非常に興味深い社会実験になったといえ

る.いろいろな国や地域でもともとの暴露量が多様だった

こと，対策も多様だ、ったことから，最良なリスク管理のあ

り方について考える教材になりうる 例えば対策の費用対

効果を考えてみたのが図3である. リスク管理方法として

7. 新たな課題

トランス脂肪酸対策の本来の目標である心血管系疾患に

*四消費者委員会. トランス脂肪酸に関するとりまとめ.2015; 

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/hou 
kokul1505_syokuhinwg_houkoku.html. 



186 

ついてはトランス脂肪酸の摂取量が多かったときから一貫

して世界中で減少傾向であり，特に米国や英国では肥満は

増加しているにもかかわらず、心血管系疾患は順調に減って

いる8)瓜 *30 これは特にスタチン系の医薬品の普及による

血中LDLコレステロール濃度などのリスク要因の管理の

影響が大きいと考えられる. トランス脂肪酸の削減の寄与

もあるだろうがその影響の大きさは不明である.

一方，ここ数年，世界の栄養関連研究や話題の中心は脂

肪悪玉論から砂糖を代表とする炭水化物悪玉論に明らかに

シフトしてきている.脂肪に関しては飽和脂肪酸やトラン

ス脂肪酸のとりすぎは避けるべきということに変わりはな

いものの，単価不飽和脂肪酸や多価不飽和脂肪酸に関して

はむしろ積極的にとるべきであるという研究結果が増

え10) 米国食事ガイドライン助言委員会が食事ガイドライ

ンから脂肪由来カロリーの上限を外すべきと助言した最

終的な 2015~2020米国食事ガイドラインには総摂取カロ

リーの 35%という上限は残ったものの，これは外すべき

だという主張も根強く，低脂肪食については「薦めない」

とした11)，*31 英国でも食事ガイドラインの脂肪の項目は見

直すべきだという論争が起き，見直しに向かっている *32

そしてWHOが砂糖の摂取量を総摂取カロリーの 10から

5%とさらに少なくする方向の提言をしたことをはじめと

して，世界中で砂糖および精製した炭水化物に対する規制

強化の声が高まっている.日本でも糖質制限が流行するな

どしているがこれは単なる一時の流行では終わらないだろ

うと思われる.残念なのは食事と健康に関する研究分野に

日本の存在感がほとんどないことである. 日本人の食生活

はいわゆる欧米型とは相当異なり， トランス脂肪酸の場合

もそうであるように欧米の研究結果をそのまま日本人にあ

てはめるのは難しい. 日本人の平均寿命が長いから日本食

が健康的だという主張は一般受けはするかもしれないが学

問的根拠はほとんどない.海外発の情報に右往左往するの

ではなく， 日本人でのしっかりした研究デ}タの蓄積こそ

が大切であろう.
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