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令和３年の全油販連 NEWS第１号の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 

季節は早いもので３月となります。 

昨年はまさしく、新型コロナウィルスに翻弄された１年となりました。 政府によるＧо

Ｔоキャンペーンの効果もあって昨年９月以降、１１月前半まで外食、観光産業は回復

傾向をたどったものの、１１月後半の３連休を境に感染者が再拡大。コロナ第３波の様

相を呈し、越年しました。 

年明け後、１１都府県に再び緊急事態宣言が発令され、当初の１カ月間から、栃木を除

きさらに１カ月延長されることになりました。 一方で、国内においても２月１７日か

ら、まずは医療従事者からワクチン接種が始まりました。今後、順調に接種が進み、コ

ロナが収束することを願うばかりです。  

外食をはじめとする業務用ユーザーの苦境が続く中、製油業界を取り巻く環境は原料相

場の暴騰で、年明け後は一段と厳しい状況となっております。シカゴ大豆は一時、１４

ドル超えまで値を上げ、６年半ぶりの高値をつけました。また、カナダ菜種は先物相場

が７００カナダドル超えと約１３年ぶり、パーム油もマレーシア先物期近は年明け後４

０００リンギ台をつけ、１０年ぶりの高値に上昇しました。こうした事態を受けて、製

油メーカー各社は１月後半から相次いで値上げを発表。キロ２０～３０円、業務用斗缶

におきましては缶当たり３００円～５００円以上の値上げ幅でこの春から、価格改定を

実施するとのことです。 コロナ禍で飲食店向けの需要は大きく減退しており、かつてな

い厳しい状況下に置かれております。 

一方で、足下の原料価格を鑑みますと、今回の価格改定の発表には、メーカー各社の強

い危機感が表れているものと推察致します。 東京におきましては、日々のコロナ感染者

数は着実に減少傾向をたどっており、このまま収束に向かい、そして、どのような形に

なるかはわかりませんが、延期された東京オリンピック・パラリンピックが無事開催さ

れ、外食産業が回復していくことを願ってやみません。 

まだまだ不安の真っただ中ではありますが、それでも油脂販売業者として、やるべきこ

とをやり、前に進んでいきたいと思います。    

今後とも全油販連の活動に対しましてご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 

全国油脂販売業者連合会 

会  長  宇田川  公 喜 
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令和３年（２０２１年） はいかなる年か 

「六白金星・辛（しん・かのと）・丑（ちゅう・うし）・壁上土（へきじょうど）」    

         カネダ株式会社 代表取締役副会長 金田康男  

 

カネダ㈱金田副会長による恒例の今年の「いかなる年か」をご紹介いたします。 

 

◆本年は「六白金星」が中宮に入り「六白金星」の象意が各方面に強い影響を与える年となる。 

⚫ 「六白金星」は、季節では「秋～冬」にあたり「収穫を終え太陽も役割を終えた」時となり、

「完成、円熟、熟成、老成」を意味する。 

⚫ 「六白金星」の定位は易の「乾」にあたり「乾」は「全陽」であり、「天上天下」を意味し、高

大で広く明るく活動して止まない形を意味する。 

⚫ 「六白金星」の象意は「天・米穀・活動・資本・収納・堅実・急進」また、「政権・大企業・証

券」となる。 

⚫ 「中宮」にある時は過去九年間の総決算の年、諸事答えを求められる年、次の九年間の過ごし

方を考える年と言われている。また、吉凶が強く顕在化する年であり、特に今年は企業の星で

ある「六白金星」がこの中宮に入るため過去九年間これまで努力してきた企業は吉となり、努

力が不足していた企業は凶の面が強く現れる。 

⚫ 「天」は「父」や「組織の長（リーダー）」「権力者」「主人」「経営者」を表す。また、中宮は

「五黄土星＝革命・破壊・壊乱の星」の定位であるため政治的に、社会的に、経営的に不安定

な厳しい状況が生じ、変革を求められる。それに対応できない時は天下が乱れ、政権交代やト

ップ交代にもなりかねない。 

そのため今年は総理大臣や経営者などトップの実力が試される年となる。 

⚫ 今年は「巽宮・東南」が「五黄殺」となり、「乾宮・西北」が「暗剣殺」となる。また、「歳破」

が裏鬼門の「坤宮・末（西南）」に来るので、これらを「東南・西北・西南」の方位は要注意。 

⚫ 今年の「恵方」は「離宮・丙（南）」の方位となるため「南」が吉方となる。 

⚫ 「金融・経済・社交」の星である「七赤金星」が「暗剣殺」となり、また「停滞、変化変動」の

「八白土星」が「七赤金星」の定位の「兌宮」に回座するため今年の経済・金融はかなり厳し

い状況が続き変化変動の激しい年となることが考えられる。 

⚫ 「暗剣殺」に入る「七赤金星」は「遊興・娯楽」の星でもあり、今年はこれらに関連する事柄も

盛り上がらないであろうことが予想される。 

⚫ 「中小企業・庶民・大衆」を意味する「二黒土星」の定位「坤宮」（裏鬼門）に「裏切り」の象

意をもつ「歳破」が在泊し、「社会の星・顕現の星」である「三碧木星」がこの坤宮に回座する

ため、中小企業の窮状が明白となり、また、中宮にある「六白金星」には物価高騰の象意もあ

るため庶民の暮らしや経済は相当の厳しさが予想され社会が不安定になることが考えられるの

で凶悪犯罪やテロにも注意が必要な年となる。 

⚫ 「六白金星」には「証券」という象意があり、企業業績も過去 9 年間の努力の成果により善し

悪しが分株式もその業績を反映すると考えられるが、「六白金星」の定位の「乾宮」が暗剣殺と

なり、また、「株式」の象意のある「九紫火星」が鬼門の「艮＝変展宮」に入るため、証券業界
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の諺に「丑は躓く」とあるように今年の証券や株式は全般的には厳しい局面が続くと考えられ

る。 

⚫ 「不動産」の象意である「八白土星」の「艮＝変展宮」の位置（鬼門）に「顕現の星」である

「九紫火星」が入るため不動産のトラブルが表面化する可能性があり、口車に乗らないように

要注意。 

⚫ 「風・貿易・交流・遠方」の象意をもつ「四緑木星」が「震宮＝躍展宮」に在泊する。「震」は

「雷」の象意もあり「活発・騒々しい」という意味がある。そのことから良し悪しは別として

外交、海外交流、貿易が活発化あるいは騒々しくなる可能性がある。 

⚫ 中宮の「六白金星」には「肺」という象意があり、また、風邪、呼吸器の象意をもつ「巽宮」が

「五黄殺」となり、「口」という象意を持つ「七赤金星」が「暗剣殺」となるため新型コロナウ

イルスパンデミックの収束は難しいと思われる。 

⚫ 「口」の象意の「七赤金星」が「暗剣殺」にあり、「腐敗・停滞」の象意をもつ「八白土星」が

「口」を意味する「兌宮」にあるため飲食関連には厳しい年となると思われる。また、食中毒

にも要注意。 

⚫ 「六白金星」は「父・年長者」そして「幼児」の象意もあるので今年は年長者の意見を取り入

れ、幼児とのコミュニケーションを図り焦らず慎重にものごとを進めると良い。 

⚫ 「六白金星」には「精神的な始まり」「急進」という意味もあり、新しいアイデアやシステムな

どのソフト面での新しい時代が急速に始まり、また、専門的分野での新開発や新発見の可能性

が大となる。ただし、「雷・電気」の象意の「三碧木星」が歳破のいる坤宮にあるためシステム

障害や火災も含む電気の障害などに要注意。 

⚫ 「天・空・機械」の象意の「六白金星」が中宮にあるため航空機や車両、機械の事故が多発す

る可能性があるので要注意。 

⚫ 納音の「壁上土」は大地の力と繋がっていない土の状態で本来の土の力ではなく壁土でしか用

をなさないという意味であり何かと不安定な年となりそう。 

 

本年の社会・経済について 

◆「辛」は「下に伏在していたエネルギーが矛盾、抑制を排除して上に発現する」という文字であ

り、そこに矛盾、闘争、犠牲、殺傷を含むため「つらい・からい」ということも出てくる。前年

の「庚」を受けて「更新することを断固として実行してゆかないと、必ず殺傷を含む、からい目、

つらい目に遭う」となり、下からの突き上げによる不祥事が発生する可能性あり。また「辛は新

なり・万物が一新する」といわれるように「草木が枯死して新しくなろう」とする意味をもつの

で自分の心を更新していかねばならない年となることを深刻に受け止めねばならない。 

◆「丑」は「ことをはじめようとする」義を表し「はじめ」と読み、「丑」は「紐」で結ぶの意、ま

た養うの意もある。前年に生じた事件や人がそれぞれ相謀り、相結んで事を始めようとするがそ

の力はまだ弱く、上に立つものがこの時期の形勢と人間をよく省察し、計画政策をよく吟味して

後々に誤らないようにしなければならない。そのためにも「自ら省みる」ことが大切。 

◆「丑」は「変化することで進化する」という意味をもつ。芽が伸びようとするが外界の抵抗によ

り曲がりくねった状態でも何とか伸びようとする様子を現わし艱難忍苦の姿でもある。今年の

政治や社会、経済は下からの突き上げも厳しくなり新しい時代への変化・進化するための産み

の苦しみを味わう厳しい年となることが予想されるため、他人任せであってはならない年であ
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る。 

◆「六白金星」には「権力争い」の象意があり、諸国において政権争いが発生し、テロや内戦など

の過激な方向へ発展する可能性がある。 

◆「六白金星」には「戦争」という象意があり今年の「歳破」が西南にあり東シナ海や南シナ海で

紛争が発生する可能性がある。また、西北が「暗剣殺」となることから西北の方位から何らかの

災いがくる可能性がある。 

 

◆今年の高島易断 

⚫ 本卦は「山澤損」・「下は損を破り上は潤う」と意味であるが「損して得取れ」のように、目先

の損に怒らず我慢するところは我慢していれば得へと繋がると意味もある。逆に目先の利益に

拘れば損を被るという意味にもなる。また、次の飛躍のためにエネルギーを蓄えるの象でもあ

る。 

⚫ 経済面は「坎為水」・これは乗り越えることは困難を意味する。無謀を避けて難しい時はじっく

りと構えるのが良い。 

⚫ 社会情勢は「雷風恒」・困難な経済情勢や社会情勢が続くということになりそうであるが環境は

変化しても目的に変化はないということ。 

⚫ 政治情勢は「水風井」・「人のため、国のため、世のため」に政治をおこなわなければならない

年、「自助・公助・相互扶助」が必要とされる年となる。 

◎いずれにしても今年は派手な変化を求めず現状を見据え、将来の飛躍に向けて誠実に堅実に着実

に計画を練り遂行してゆくことが大切な年となる。 

 

「六白金星」年の過去２００年間の出来事 

1841 天保の改革・1869 明治維新・1877 西南戦争・1904 日露戦争・1931 世界大恐慌・1940 第

二次世界大戦・1949 NATO 発足・1976 ロッキード事件・1967 ケネデイラウンド発効・第三次中

東戦争・EC成立・ASEAN成立・1985 日本航空御巣鷹山墜落事故・1994 中華航空名古屋空港事

故・2003 第二次湾岸戦争・2003 スペースシャトルコロンビア事故 

 

「六白金星」年の災害について 

◆「六白金星」は「天」の象意を持つ星であり、「天」が「腐敗・破壊・壊乱・再生」を意味する

五黄土星の定位の「中宮」に位置することから、この「六白金星」の年には歴史的に数多くの

飢餓・疫病・風水害が発生している。 

◆「辛」は金星の陰、「丑」は土性の陰であり、六白金星の「天」とあいまって「天候」が強く影

響する年となりそう。 

 納音の「壁上土」は大地の力に繋がっていないので壁土としての用しか果たせない盛り土の意

味を持つので堤防の決壊などによる水害が多発する可能性がある。 

◆今年は各星の位置関係から低気圧が西南地方で多く発生し、雷も伴う恐れがあり雷災・風水害

などの災害に要注意。また、火事は大火となる可能性あり要注意。 

◆「太陽」を意味する「九紫火星」定位「離宮」に「水・冬＝12 月」を象意とする「一白水星」

が在泊し、「大地」を意味する「二黒土星」が「一白水星」の定位「坎宮・北」に位置し、「九

紫火星＝太陽」が「山・冬～春＝1～2月」を意味する「八白土星」の定位「艮・東北」に入る
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ため、今年の冬は寒気が強まり、「水」もからむため大雪となる可能性がある。 

◆今年の卦から見て「水と風」が絡む卦が多く台風などの暴風雨、水害、雪害、冷害、旱害によ

る凶作に注意の年となる。 

◆「歳破」の位置する西南の方位、「五黄殺」の東南の方位、「暗剣殺」の西北の方位は特に要注

意。 

 

「六白金星」の年の災害（過去 360年間） 

地震 

1751 越後高田大地震・1769 日向豊後肥後地震津波・1895 茨城南部地震 

1931 西埼玉地震・日向灘地震・2003 宮城北部地震・十勝沖地震 

火山噴火 

三宅島噴火・1769 有珠山噴火・1895 蔵王山噴火・霧島山噴火・1940 三宅島噴火・1994 雲仙普

賢岳噴火 

風水害 

1670 近畿諸地方大風雨・1742 寛保の洪水（関東地方暴風雨大水害）・1778 畿内安芸暴風雨・1850 

安芸国大風雨洪水・諸国大風雨（鴨川氾濫）・1895 西日本各地水害・1958 狩野川台風・近畿中部

東北風水害・1967 羽越豪雨洪水・1976 長良川洪水・小豆島山津波（台風 17号）・2012 九州北

部豪雨 

大火その他災害 

1661 京都大火、江戸大火・1670 長崎飢饉・1724 大阪大火・1760 江戸大火・1787 天明の大飢

饉・1814 諸国早魃飢饉・1832 琉球飢饉・1859 江戸山の手大火・1913 諸国天候不順凶作・1931 

冷害凶作・1967 西穂高落雷遭難事故・1976 草津白根山ガス中毒事故・2003 SARS流行・2012 

MERS流行 

 

◆「六白金星・辛・丑・壁上土」の年の災害 

1301 鎌倉大火・1661 京都大火・江戸大火・1841 江戸大火・駿河国地震・口永良部島噴火 

 

 

 

 

生まれ年による運勢（福運を招くために本年の留意すべき事項） 

※節分（２月３日頃）までに生まれた人は前年の星となる。 

 

◆ 一白水星  大正 7・昭和 2・11・20・29・38・47・56・平成 2・11・20・29 

① 前厄になるため諸事慎重かつ敏速に対処すること（先手必勝のチャンスを逃がすな）。焦りや

行き過ぎは禁物。今年は後半も良い運点だが、来年は本命星が坎宮に入るため後半（8月 24日

以降）は衰運に向かうことを自覚し、新規の事は年の前半（8月 23日以前）に行うこと。 

② 『顕現』の象意あり、書類や印鑑の取り扱いは慎重に。特に保証事は避けるほうが賢明。約束

や契約事などは、後日トラブルを起こさないように正式な書類にしておくことが肝要。 
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③ 『離合集散』の象意あり、親しい人との離別、新しい人との出会い、人事の入れ替わりなどの

転勤、退職などが起こりやすい。特に目的のない退職は、身の破滅を招くことになるので慎重

に。 

④ 異性間交友が活発となる年であるがトラブルも発生しやすく、顕現作用もあることから特に既

婚者は不倫が露見しやすいので要注意。自分自身を見失わず自重が求められる年となる。 

⑤ 火難発生の恐れあり、火の取り扱いに注意すること（電気・ガス等の確認を励行する）。旅先で

は、非常口の確認を忘れずに、また盗難にも要注意。 

⑥ 事業面や営業面では、表面上好調に見えても内容に乏しく安定性にも欠けるので、無駄な出費

を抑え収支のバランスに気を配り堅実経営に努めること。遠方に吉があり海外旅行、内外の展

示会等で見聞を広げるには好期。吉月、吉日、吉方位を求めて実施すること。 

⑦ 健康面では、焦りや苛立ちからの精神的動揺、ストレス等が起因となり不眠症やノイローゼな

ど心因性の病気にかかりやすいので要注意、また交通事故や転落事故にも注意せよ。 

⑧ 厄除け、願掛けの断ち物、又節分には家内安全、年中安泰、除災得幸などの祈願をするのも開

運への一方策となる。 

 

◆ 二黒土星  大正 6・昭和元・10・19・28・37・46・55・平成元・10・19・28 

① 運気最低な『本厄』の年を自覚し、『石橋を叩いて渡る』慎重さが必要です。将来のためのエネ

ルギーの蓄積を心掛けること。外交面より内面の充実に努めること。 

② 交友関係、遊興関係での浪費傾向あり、収支のバランスに心掛けよ。金銭の貸借や保証事は極

力避けること、また孤立に陥りやすい傾向もある（人との和を心掛け、待つ事の出来る人にな

れ）。 

③ 異性問題が生じやすく、深刻化する傾向があります。今年関係をもった異性は、5年間の悪縁

となって悩む恐れあり、冷静に理性をもって対処すること。 

④ 色情の因縁から中絶、流産、死産など、水子の悪い因縁を背負い込む恐れがあります（墓参、

水子供養を大切に）。 

⑤ 病難、色難、水難、盗難、交通事故等の突発事故に注意し、精神面の落ち着き、安定を得るた

め信仰を持ったり、稽古事に力を入れたり、家庭生活を第一に考え、コミュニケーションに努

めること。 

⑥ 健康面では『病魔潜入』の暗示あり、日頃から健康管理の大切な年。体調も崩れやすく、古病、

持病の再発や慢性化に注意すること。長引く恐れあり、早期発見、早期治療が望まれます。 

⑦ 『本厄』の年につき、厄除けの断ち物などを行い、節分には年中安泰、除災、厄除、身体健全

等の祈願を受けるのも開運の道です。 

 

◆ 三碧木星  大正 5・14・昭和 9・18・27・36・45・54・63・平成 9・18・27 

① 『後厄』を自覚し、前年の低命運からの脱却を図るため、忍耐力、継続力を持って地道かつ、

慎重に現状維持を基本として、準備計画をすること（後半：8月 24日以降は上昇気流）。 

② 『二黒同会』により『働く（はたらく）』を『傍（はた）楽（らく）』と考え、奉仕の精神で努

力すること。 

③ 「妻・老母」などの象意もあり、これら日頃お世話になっている人への報恩感謝が開運への道。

「待つこと」「耐え忍ぶこと」「従うこと」「一歩一歩地道に努力すること」が未来への可能性
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とる。発展と信頼の基盤を築くための準備計画の期間の年とせよ。 

④ 契約事や約束事は、後日トラブルを起こさないように慎重に（保証事、仲介事、捺印等要注意）。 

⑤ 親族との別れや親戚関係のトラブルが起こりやすい。年回法要、墓参等を大切に。長期疾病は

祖先の因縁によるものと心せよ。 

⑥ 健康面ではあまり良好とはいえない。持病の継続や働ぎ過ぎによる過労に注意し、体調維持に

十分注意すること。 

⑦ 『後厄』の年につき、厄災除けの断ち物や節分の年中安泰祈願、恵方詣り、墓参等をするのも

開運への１つの方法となる。 

 

◆ 四緑木星  大正 4・昭和 8・17・26・35・44・53・62・平成 8・17・26 

① 過去 4年間の衰運気を脱し、積極的に行動できる開運の年です。但し舌禍に注意し人とのコミ

ュニケーションを大切にし、諸事冷静に対処することです。 

② 何事においても、即決即行が決め手であるが、準備不足や勇み足及び目先の欲や利潤のみの追

求は、墓穴を掘る結果となる。自制心を大切に（足るを知る心）。 

③ 人間関係の拡大に伴い、行き過ぎや短気、舌禍に注意し、周囲との調和と協調を心掛け、甘言

に乗らないこと。また収支バランスの崩壊などの危険性もあります。 

④ 結婚を前提とした異性に巡り合う絶好のチャンスの年、真面目で心の通った交際を心掛けるこ

と。 

⑤ 新規事業などは、以前から準備計画していた事柄なら良好。但し方位や相生・相剋（共同事業

などの場合）を無視しないこと。 

⑥ 今年は、火難、雷難の危険年です。電気やガス等の点検、管理、また焚火やタバコなどの火の

後始末を確実にし「火の用心」に心がけること。 

⑦ 健康面においては、さほど心配ないと思われるが、「何事も過ぎたるは及ばざるが如し」、暴飲

暴食、過労を避けること。また「新陳代謝」を意味するところから古病、持病の再発、悪性の

腫れ物などに注意すること。早期発見、早期治療が必要。 

 

◆ 五黄土星  大正 3・12・昭和 7・16・25・34・43・52・61・平成 7・16・25 

① 運気好調な盛運年。「信用、遠方、交流、調整、整う、喜び」等の象意を持つ福運年。 

② 信用第一に心掛け、遠方の取引にツキが発揮されるので自信をもって行動せよ。旅行において

は、自分が世話役にまわれば信用はつくが実利なし。特に派手さから予算や経費の超過が心配

される。 

③ 全ての事柄が長引く傾向あり。適格な情報を元に、即決即行で慎重に対処せよ。利潤追及のみ

に走り過ぎないように、奉仕の精神を忘れないよう心掛けること（世話役に好機）。 

④ 対人運では、世話事や相談事も増える傾向がある。空約束や曖昧な態度は慎み、誠意を尽くし

見返りを考えない奉仕の精神こそ大切。八方美人は慎むこと。 

⑤ 適齢期の男女にとっては、縁談や結婚の整いやすい年。吉方からの縁を大切に、長引く傾向が

あるが焦らず慎重に取り組むこと。 

⑥ 公私共に多用となり、人間関係にヒビが入りかねません。仕事と家庭と朋友との板挟みでバラ

ンスを崩さないよう、コミュニケーションを大切にすること。 

⑦ 健康面では、季節の変わり目や疲労の蓄積、暴飲暴食に注意し、充分休養を取ること。呼吸器
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や腸の象意があるため風邪やインフルエンザ、腸の病には予防をしっかりとすること。 

⑧ 祖先の墓参（ご命日詣り）を心掛け、水子に因縁のある方は、供養を大切に。 

 

◆ 六白金星  大正 2・11・昭和 6・15・24・33・42・51・60・平成 6・15・24 

① 俗に言う『八方塞がり』の年、過去 9年間の総決算の年で、反省の年と心得よ。 

  また 9年周期で 10年先までの人生設計、生活設計を立て直すのに良い年。 

② 中宮（観心宮）に入り、静観して動かず現状維持に努めよ。運勢上の浮き沈みの変化変動の大

きい波乱含みの年で、諸事結論を求められる年になります。心して対処せよ。 

③ 先祖供養の大切な年。他人まかせにせず、自ら上品（ジョウボン）の孝養に心掛けること（今

年は特に先祖供養とお盆及び彼岸等の供養を大切に）。 

④ 事業面や営業面では、五黄土星の悪影響（五黄同会）を受け、好不調の落差が大きく的確な判

断力が必要。強情、強欲の面がでるので自制心を大切に、また新規の事業や計画の実施は慎重

さが必要。 

⑤ 10月の「六白金星」」の日（10/16、10/25、11/3）は、9年に一度の大切な盛運日として活用す

ること（開店、改名、襲名には吉）また健康診断にも最適な日。 

⑥ 健康面は、体調の変化を生じやすい傾向がある。持病、古病の再発、また病気治療中の人は、

悪化しやすい傾向があり、過労からの疾病に要注意（自宅療養より、短期吉方位の診療）。また

交通事故、突発事故等にも注意。 

⑦ 『命厄』の年につき、節分には厄除けの断ち物などを行い、自身を歓苦型人間に磨き上げるこ

と。 

 

◆ 七赤金星  大正 10・昭和 5・14・23・32・41・50・59・平成 5・14・23 

① 運気充実して、強運の年。力量を発揮し積極的に行動できる年ですが、暗剣殺のため強引は禁

物。奉仕の精神で諸事焦らず、慎重に対応するように心掛けること。 

② 独断専行を慎み、人間関係の和に努め、先輩や有識者の意見、助言、忠告に耳を傾け、また部

下の意見も受け入れる心の広さと余裕を持つこと。 

③ 公私共に多用（その割には実利なし）となり、人間関係にヒビが入りかねないので仕事や家庭

でのコミュニケーションを大切にすること。 

④ 経済面は、投資や大口取引には現状を見極めて慎重に進めること。高級なもの、高価なものに

目が行きがちとなるので予算超過とならぬ様、収支のバランスに注意すること。 

⑤ 稽古事や趣味を活用して、新知識を求めるのに好機です。老後の為に学ぶ姿勢を大切にし、生

涯学習の趣味を求める心掛けを持つこと。 

⑥ 今年は特に仏壇、仏具、墓地の手入れ、新調には最良年。また仏壇の修理、リサイクルするに

も良好な年です。仏事法要、墓参など大切にすること。 

⑦ 健康面では、心身の疲れや神経の乱れる傾向があり、睡眠と休養を取れるように心掛けること。

又、交通事故、転落事故、突発事故等にも注意。 

 

◆ 八白土星  大正 9・昭和 4・13・22・31・40・49・58・平成 4・13・22・31 

① 喜びと不安の両面を兼ね備えた年で、運気も後半より衰運に向かうので舌渦に注意し、慎重か

つ迅速に対処すること。 
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② 新規事業や計画の実施は延期し、現状維持に心掛け、堅実経営に専念すること。但し、以前か

ら計画していた場合は年の前半までは実施可能。 

③ 金運には恵まれるが、出費オーバーの傾向あり、収支のバランスに心掛け、事業面や営業面で

は緊縮財政で堅実経営に努めること。 

④ 人間関係も拡大傾向にあり、異性との出会いも多い年。但し、トラブルも発生しやすいので他

人まかせにせず、冷静に対処すること。独身者は、結婚の好機、出会いを大切に。 

⑤ 趣味、稽古事など、自己研鑚に励むこと、学びの姿勢を豊かに。 

⑥ 新築、増改築、開店、開業、建碑、建墓、移転、旅行等は、8月 23日頃までの前半に実施する

こと。できれば来年に延期した方が良い。 

⑦ 健康面では、不摂生から体調を崩しやすく、心身の疲労、暴飲暴食を慎み、健康管理と休養に

心掛けること。交通事故、刃物による怪我、災難に注意。 

 

◆ 九紫火星  大正 8・昭和 3・12・21・30・39・48・57・平成 3・12・21・30 

① 艮宮（変展宮）に入り、変化変動の生じやすい不安定な年。何事にも惑わされず、現状維持に

努め、冷静沈着に対処する心構えが大切。 

② 先祖供養・年回法要の大切な年（過去帳を調べよ。年忌該当のご先祖様がいるはず、自分自身

で盛大に法要を営むこと）。但し、建碑、建墓、仏壇の新調は避けること。 

③ 事業面や営業面でも運気が流れが変化し停滞する年であり、後日トラブルを起こさないように

契約文書、捺印等の確認を怠らないこと。友人・知人といえども金銭の貸借は慎むこと。 

④ 対人関係では、仲介、仲裁、訴訟、調停沙汰などの一切の揉め事は極力避け、和に心掛けよ。 

⑤ 家族間、親族縁者間のトラブルが起こりやすい傾向あり、互いにコミュニケーションに努める

こと。 

⑥ 異性関係においても、変化変動を生じやすい年です。恋愛中の人にとっては心変わりや、既婚

者にとっては不倫の危険性がある。腐れ縁とならないように区切りをつける年。 

⑦ 健康面では、持病の再発、自律神経疾患、胃腸、関節関係疾患、原因不明の病名と病気に注意。

また交通事故、転落事故、火災などによる怪我、打撲傷などにも注意すること。特に山岳事故

に要注意。 

⑧ 今年の疾病は、先祖（水子も含む）の因縁を受けているので、年中行事の仏事には率先協力し、

彼岸・盆・命日など忘れぬよう、節分には厄除け、除災、身体健全等の祈願及び断ち物をする

こと。 

 

 

 

＊「易は 当たるも八卦・当たらぬも八卦」とご承知ください。 

 

参考文献    「運研 井上慶亮氏」  「易経講和 公田連太郎氏」 

「干支の活学 安岡正篤氏」  「易学入門 安岡正篤氏」 

「マーフィの易占い ジョセフ・マーフィ氏」  「陰陽道 長原芳郎氏」 

「高島易断所 高島呑象氏」  「日本の自然災害 国会資料編纂会」 

「日本史総合年表 吉川弘文館」 
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≪ 賛助会員からひとこと ≫ 
 

※こちらは令和２年８月にご寄稿いただきました 

 

 

各メーカー様に順次ご寄稿を頂き、シリーズとして掲載しています。 

今回は㈱J-オイルミルズ様にご寄稿いただきました。 

                                  

 

コロナによる未曽有の環境変化にも「油の力」を 

 

株式会社Ｊ-オイルミルズ 

フードデザインセンター 

カスタマーリンケージグループ 

藤 原 英 記 

 

2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが開催予定であった日本にとっても節目の

年、世界的な新型コロナウイルスの蔓延により、今年ほど、ここまで社会の在り方・生活

様式・人々の意識が大きく変わった（変えられた）年は近年ないと思います。そしてこの

変化は労働者としての視点においても、また生活者としての視点においても、同時に訪れ

た大きな変化であると感じます。 

 

食を取り巻く環境を労働者の視点に立って見渡すと、少子高齢化による労働人口の減少

が断続的に続く中、特に外食産業では慢性的な人手不足に伴う人件費上昇が加速していま

す。そして東京オリンピック・パラリンピックの開催で見込まれていたインバウンド需要

が突如消失してしまっただけではなく、「ステイホーム」に代表されるように、外食の頻度

自体が減少し、収益が圧迫される企業が多くなっています。今後も宴会の自粛や、客席数

を制限しての営業など、厳しい状況が続いていくことが予想されます。 

中食産業では、近年女性の社会進出や少人数世帯の増加による需要の高まりや、軽減税

率の追い風も受け、成長を続けて来ました。新型コロナウイルスの影響で、食のテイクア

ウト需要は高まっているものの、感染予防対策のために、これまでのバラ売りから個別包

装での販売を余儀なくされたり、それに伴い、品出し効率が低下するなど、やはり包装に

係る人件費や包材費のコスト負担が重くなっています。また、外食店のテイクアウト・デ

リバリー事業への参入や拡大により、これまで以上に競争が激化していくことが予想され

ます。 
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 このように、コロナ禍以前から予測されていた、外食・中食のボーダーレス化は、コロ

ナ禍の影響により一気に加速することとなり、競争が激化する中で、両業態ともに継続的

なコストダウン対策が重要となってきます。 

 

 一方で生活者の視点に立ってコロナ禍における変化を考えてみると、一日 3 食という習

慣が変わることはないものの、その３食を食べる場所や形態が大きく変わったと捉えるこ

とが出来ます。特に、もともと東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて国が進

めようと取り組んでいたリモートワークが、コロナの影響で結果的に一気に進み、また、

コロナ禍以前には外食であった昼食が、テイクアウトやデリバリーを利用して家や会社で

食べるケースが増えています。また、在宅勤務比率が一気に増え、昼食を家で作り食べる

ことも増加していますが、昼休憩 1 時間という限られた時間で食事を作ってゆっくり落ち

着いて食べることは困難であり、作り置きした食事を温め直して食べたり、テイクアウト

した惣菜を組み合わせて食べる機会は今後より増えると予想されます。 

 また昼食に限らず夕食においても、会社帰りに外食するケースは減少しているでしょう

し、休日に家族で外食する機会も現状は減っており、コロナ禍がいつ落ち着くのかも不透

明な中、外食需要が回復するのか見通しが立てづらい状況と考えられます。 

 

 当たり前のことではありますが、ヒトは生きていくためにエネルギーの摂取が必要であ

り、エネルギーを摂取することを「おいしい」と感じるように先天的にインプットされて

います。また作り立てのいわゆる調理感溢れる食事はさらにおいしさを感じることが出来

ます。このようにコロナ禍で働き方が大きく変わり、外食することや宴会することなどに

制限がかかってしまうことによるストレスがかかることは予想されますし、本来おいしい

ものを食べて満足したいという気持ちが本能的に備わっているにも関わらず、コロナ禍の

影響でこの部分にも制約がかけられてしまっているものと思います。 

 

この新たな課題を「油」の力をもって解決することはできないでしょうか。つまり、コロ

ナと戦っていかなければならない中、かつ時間の制約のある中、おいしいものを食べたい

という欲求を「油」の力で解決することを我々は今まで以上に考えていく必要があります。

それは「時間が経っても、いかにおいしく提供できるか」ということが鍵になると考えま

す。時間が経ったときに失われるおいしさは「香り」の影響が大きな要素の一つと言われ

ています。この「香り」の成分は油に溶け込む成分であることが多く、調理時の出来立て

の香りを「油」に閉じ込めることにより、おいしさを維持することは出来ないでしょうか。 

また、時間が経ったときに失われるおいしさの要素には「食感」も重要な役割を果たし
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ています。例えばパスタなどの麺類を茹でた後、時間が経過すると麺の食感が悪くなった

り、麺同士がくっついてしまうなど、おいしさを損なうことがありますが、茹でた麺に油

を和えることで、麺が油によってコーティングされ、食感の維持や麺同士のほぐれ性を保

つことが出来ます。意外かもしれませんが、お米を炊く時に油を使うことでお米の表面を

うっすらと油がコーティングをしてくれることで、時間が経ったときの米同士のくっつき

を抑制する効果もあります。これはお米の「粒感」の維持に繋がることから、時間が経っ

たときの「食感」をキープすることが出来ます。 

 最後に油の代表的な使用方法である「揚げ」に関する観点です。油は加熱に晒されるこ

とで酸化が進み油っぽさやべたつきなどが生じます。酸化が進んだ油で揚げた揚げ物は、

揚げてから時間が経つことでより油っぽさを感じやすくなる傾向があります。これは食材

の良い香りが経時とともに減ることで、油のネガティブな香りが目立ってくることが要因

の一つであると考えられています。つまり揚げてからの時間が経つことで、揚げ物の風味

のバランスが崩れてしまい「油っぽさ」を感じやすくなってしまっているのです。 

 この揚げ油に加熱時の酸化への耐性を持たせる開発にも近年非常に力が入れられており、

同じ時間加熱をしても酸化を進みにくくする技術も開発されており、結果的においしさの

維持を果たすことが出来るものと考えます。 

以上、ほんの一例ではありますが、2020 年突如として現れたコロナによって、大きな影

響を受けている労働者における課題、そしておいしいものを食べたいという普遍的なニー

ズを本能的に持っている生活者における課題を両面から解決できる「油」の力を今一度信

じ、更に開発を進めることで、この大きな苦境を皆さまと乗り越えていきたいと思います。 
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≪ 賛助会員からひとこと ≫  

 

各メーカー様に順次ご寄稿を頂き、シリーズとして掲載しています。 

今回は昭和産業㈱様にご寄稿いただきました。 

                                  

 

 

～“穀物ソリューション・カンパニーNext Stage”へ！～ 

 

昭和産業株式会社 

油脂部 

                                                       

◼ 全てのステークホルダーに満足に提供する 

～幹を太くし、枝葉を広げ、世の中のためになる果実を育てる～ 

  

昭和産業は１９３６年の設立以来、大地の恵みである小麦、大豆、菜種、トウモロコシ

などの穀物を、小麦粉、プレミックス、植物油、糖化製品、配合飼料などに加工し、皆様

の食卓へお届けする事業に取り組んできました。「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」

というグループ経営理念のもと、原料の調達から生産、研究開発、販売など、当社独自の

ビジネスモデルによるシナジー効果を生かし、「穀物ソリューション・カンパニー」とし

て、食の安全・安心、安定供給といったあらゆる食の課題に向き合い、解決に努めてまい

りました。 

 ２０１７年、昭和産業グループは、更なる発展のため、創立９０周年にあたる２０２５

年度のありたい姿（長期ビジョン）「SHOWA Next Stage for 2025」を策定しました。長

期ビジョンの展開の方向は、「基板事業の強化」、「事業領域の拡大、「社会的課題解決への

貢献」、「プラットフォームの再構築」、「ステークホルダーエンゲージメントの強化」の５

つになります。長期ビジョンの実現に向けては、中期経営計画を３次にわたり展開してま

いります。 

 全てのステークホルダーに満足を提供する“穀物ソリューション・カンパニー Next 

Stage“を目指して、私たち一人ひとりがベクトルを合わせ、社会から信頼される企業 

グループであり続けるために努力してまいります。 
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◼ 新製品の紹介『半流動油脂 SLオイル・DLオイル』 

 

1. 開発背景 

 惣菜・ベーカリー売場において、新型コロナウイルス感染拡大防止によりパック・ 

ビニール包材での販売及びテイクアウト需要が急速に増加しております。その影響で、袋

詰めによる商品の美味しさの低下（食感の低下・油染みによる包材の汚れなど）が懸念さ

れております。その課題に対して、当社として袋詰め販売における美味しさの経時耐性及

び油染み（汚れ）の抑制を可能にする半流動油脂を開発致しました。 

 

2. 商品特徴 

 新商品半流動油脂「SL オイル・DL オイル」は、当社独自技術により液体油脂と似た

ような流動性を付与した半流動油脂で油染み抑制効果があり油っぽさを感じにくいフラ

イオイルです。そのため、サクサクした食感を感じやすくパーム系油脂不使用のため、飽

和脂肪酸が少ないのが特徴です。荷姿についてもピロータイプで持ち運びも簡単な商品

となっております。 

 液状で簡単にフライヤーに投入することができ、０℃でも固化せず流動性があり、性状

変化が少ないことも使いやすさにつながっています。これにより、作業時間の作業時間の

削減にもつながり、品質面やハンドリング面からもお客様から支持されています。 

 

【油染み抑制比較】 

 

※条件：ろ紙の上にコロッケ 1個、24時間静置 
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【サクミマッピング比較】 

 

 

 

このように私ども昭和産業は、穀物ソリューション・カンパニーとして、お客様の声に

耳を傾けて、『おいしい答え=ソリューション』をお届けすることが使命です。大地の恵み

である穀物から余すところなくおいしさをつくる材料にしてお客様にお届したいと考え

ております。 
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with TFA ～ トランス脂肪酸とともに 

                                 

麻賀倫太郎 

 

いっぷくコーナーでは納まらないので、紙面を借りる形になりますが、投稿させていた

だきました。本年１月発行の日本分析化学会の学会誌「分析化学１・２月合併号」に掲載

されたトランス脂肪酸に係る論文を見て、今後トランス脂肪酸を巡る状況がかなり変わる

のではないかと驚いたためです。例えば、各国がトランス脂肪酸に設けている規制は、工

業由来のトランス脂肪酸や部分水素添加油だけを対象にしているのは正しいのかというこ

とにもなりかねないということです。 

その論文の謝辞に「本研究の一部は日本マーガリン工業会平成 30 年度研究費補助金によ

り実施」とあるので、日本マーガリン工業会（以下、「工業会」という。）の専務理事（当

時）から聞いた話を含めて、平成 20年前後からのトランス脂肪酸に関する動きと合併号の

論文の内容を紹介したいと思います。 

 

2005 年（平成 17 年）頃から、週刊誌やいわゆる健康本で、トランス脂肪酸は虚血性心

疾患の要因であり（これは事実で長期過剰摂取が要因）、トランス脂肪酸を含むマーガリン

は食べてはいけない油、トランス脂肪酸は自然界には無いものであり工業由来で発生する、

マーガリンの構造を見るとプラスチックと同じ、冷蔵庫にあったら直ぐに捨てなさい、な

どと書かれた本などが出版され、工業会はホームページに反論を掲載したとのことです。 

ここでは、プラスチックについて触れます。マーガリンは原料である植物油（液状）を

固形化するわけですが、カチカチではなく塗りやすい硬さに、つまり力を加えれば変形す

る程度にします。その性状を可塑性（英語で Plastic）と表した論文を、日本語に訳した者

が、マーガリンはプラスチックと勘違いして紹介し、プラスチックと同じと誤解されたよ

うで、お粗末な話です。十数年経ちますが、今でもプラスチックの質問は工業会に送られ

てくるそうです。 

その後も毎年のように週刊誌では食べてはいけないシリーズや身体に悪いもの特集を繰

り返していましたが、昨年はコロナ感染症や芸能人関係などで記事に不自由しないためか、

ここ暫くはおとなしくなっています。 

そして一番酷いと思うものが、自然界にはトランス脂肪酸は存在しないという間違った

情報です。反すう動物では微生物の働きによりどうしてもある程度のトランス脂肪酸が作

られてしまいます。これは国際機関 WHO も認めており、天然由来と工業由来のトランス

脂肪酸を区別する手法はないことも認めています。 
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また、天然由来のトランス脂肪酸は健康への悪影響はないとの論文も多く出ているとも

聞きますが、どうも主に酪農国で書かれたものが多い感じを受けます。私からすると、ど

のトランス脂肪酸が健康に悪いのか不明な中では科学的ではないのではないか、摂取量の

程度の差ではないか、と思いますし、某国何千年の歴史があり……と同様の感覚で反すう

動物由来のバターなどの天然由来のものは健康への悪い影響はないはずだという先入観が

強くあるのではないかと思っています。 

 

さて、我が国では、2009 年 9 月 1 日に消費者庁が発足して、初代の担当大臣が記者会見

でトランス脂肪酸の含有量を義務表示とするよう命じたと発言しました。これは突然だっ

たようですが、関係 4 省庁でトランス脂肪酸に係るヒアリングを開始し、工業会も説明さ

せられたとのことです。そして消費者庁に検討会が設けられ、２年後の 2011 年 3 月には

「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」（以下、「表示指針」という。）が策定されまし

た。 

横道にそれますが、この担当大臣発言のひと月前の大臣が所属する政党機関誌に、トラ

ンス脂肪酸の記事が数ページにわたり掲載されていたとのことですが、それが例のプラス

チックをはじめとして間違った内容が多かったということです。ただし担当大臣発言との

関係は不明です。 

国が作った表示指針ですから、普通は関係者皆さんが適切に対応できるように、Q&A な

どが作成されるのが普通ですが、消費者庁のホームページに「Q&A の作成を検討していま

す」とコメントされただけで、未だに掲載されていないということだそうです。そのため

もあるのでしょうか、表示している商品は限られているようです。 

ところで、表示指針ですが、トランス脂肪酸の定義の箇所に「（注１）」として、 

「トランス脂肪酸には、天然由来（反すう動物由来）のものと工業的に作られたものが存

在するが、これらを正確に区別して分析することができないため、区別して取り扱わない。

ただし、食品に含まれるトランス脂肪酸の由来となる原料が明らかな場合には、当該由来

となる原料を表示することは差し支えない。」と記されています。天然由来は安全というこ

とを臭わせているような注書き、と思うのは私だけでしょうか。 

 

 もう一つ大きな出来事は、トランス脂肪酸については、わが国でも健康への影響を懸念

する声が大きくなり、2003 年（平成 15 年）に設置された食品の安全性を掌る食品安全委

員会がトランス脂肪酸の健康への影響評価を行ったことです。評価書が、表示指針公表の

翌 2012 年に公表されています。 

この評価書では、日本人のトランス脂肪酸の摂取実態と健康影響について、「①日本人の

大多数は WHO の目標を下回っている。通常の食生活では、健康への影響は小さい。②た

だし、脂質に偏った食事をしている人は、留意する必要あり。③脂質は重要な栄養素。バ
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ランスの良い食事を心がけることが必要」と結論付けています。 

加えて、「食品事業者においては、食品中のトランス脂肪酸含有量は近年減少傾向にある

が、一部製品は高いものがみられることから、引き続きその低減に努める必要がある。」と

も明記されていて、食用加工油脂業界はこれに真摯に取り組んでいるとのことです。工業

会では表示指針のかなり前からトランス脂肪酸の低減に取り組んでいて、当然現在も引き

続き低減してきていますが、低減に係る記事を 2 年前にホームページに掲載したとのこと

です。なかなかしっかりした内容で、ご一読をお勧めします。 

 

 また、３、４年前の消費者団体との意見交換の場でのやり取りは消費者団体のトランス

脂肪酸に対する考え方がわかるものでした。マーガリン類の表示に関する場だったようで

すが、トランス脂肪酸の表示の現状を説明した後、トランス脂肪酸含有について種々質問

され、摂取量は少ない上製造事業者も低減に努めているのでさらに少なくなっているのは

間違いないこと、工業由来と天然由来で明確に影響差を明らかにした論文はないこと、異

性体もそれぞれ含まれていることや、要は食品安全委員会の健康影響評価にあるようにバ

ランスの良い食事を……と言っている最中に、消費者５団体から「あんたのとこに言われ

たくない」とか「トランス脂肪酸は少しでも含まれてはいけない」などの声（ヤジ？）が飛

んできて、科学的にとか冷静になどと言えない状況で、時間切れに救われたと言っていま

した。 

 

 トランス脂肪酸に関しては、異性体が種々あるのは分かっていましたが、異性体の中で

どれが人体に悪影響を及ぼすのかがわかっていませんでしたので、これまでの話しは、概

してトランス脂肪酸の総量を対象にした話になります。 

現在では、分析技術は進んで組成別の含有量（異性体別の含有量）を量ることが容易に

できるようになりましたが、個々の品目について組成別の詳細な報告はそれほど多くはさ

れていません。そして、どのトランス脂肪酸が人体への悪影響の主要因なのかの追究・研

究に関しては未だにほとんど明らかになっていない状況にあります。 

 

 そして平成 30 年（2018 年）、消費者から言われた「あんたのところに…」とか「あって

はならない」とかが頭から離れず、悪影響の要因が不明でも、組成別の含有量が判れば、

少しは科学的にトランス脂肪酸への考え方や対応が違ってくるのではないかとの思いから、

逆に分析結果によってはマーガリン類の立場が悪化するかもしれないことも覚悟して、工

業会は分析機関にマーガリン類とバターの組成別分析を委託したとのことです。 

 

その結果といいますか、組成別含有量の分析手法を主眼とした公益財団法人日本食品油

脂検査協会の論文「最近の家庭用マーガリン，ファットスプレッド及びバターの脂肪酸成
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分の評価」が「分析化学 1･2 月合併号」（2021 年）に掲載されたわけです。 

 論文の分析手法は、分析関係の方々に確認してもらうとして、その結果を見ますと、別

表のとおりになります。なお、分析試料は、論文の題名にもあるとおりスーパー等一般小

売店舗で購入したものを用いていますから、一般の家庭で口にするものになります。 

 分析化学 1・2 月合併号は３月初旬からホームページで無料で見ることができるように

なるようですので、今回は論文をコピーして載せるのではなく、分析した脂肪酸 56 種のう

ちトランス脂肪酸 19 種と総飽和脂肪酸などを抜き出したものが別表になります。特に関心

が高いであろう「エライジン酸」と「バクセン酸」は表中に書き込みました。また、ファッ

トスプレッドは、マーガリンより脂肪酸は少なくなりますので、今回は省略しました。 

 

表を見ますと、工業会の会員各位、特に家庭用製品を製造している関係各社が前向きに

トランス脂肪酸の低減に努められた結果、悪者と言われ続けているエライジン酸も、少し

でもあってはならないと消費者団体が言ったトランス脂肪酸総量も、トランス脂肪酸の低

減の代替で増加すると言われた飽和脂肪酸も、マーガリンよりもバターの方が多く含む結

果となっています。 

 

 この結果を、私なりに冷静に考えますと……、外国のバターは分かりませんが、乳牛は

外国から導入したものですので、エサ（牧草、配合飼料）の違いが乳にどう影響するのか

分かりませんが、トランス脂肪酸を減らす乳牛改良が行われたと聞いたこともありません

ので、今後とも工業会はトランス脂肪酸を低減するでしょうし、牛乳のトランス脂肪酸を

減らす技術が開発されない限り、その差は広がっていくのかもしれないと思う訳です。 

この意味するところは、我が国では、食べるもの全体で見ても、WTO のいう 1％（上記

参照）を大きく下回っているものが、バターなど乳製品を今のまま食べていても、工業会

の低減努力により、食全体での摂取量は更に減っていく、つまり１％をさらに下回るとい

うことになります。 

従いまして、私からすれば、with corona ではないけれど、バターも使いたいし、マーガ

リン類も塗りたいしで、「with TFA」（トランス脂肪酸とともに）で行くべきではないかと、

日本型食生活を念頭に置いて暮らしていくのではないかと思うのです。 

 

最後に、どのトランス脂肪酸が悪者なのかの研究が進展して元凶が明らかになるように

期待して終わりたいと思います。 

 

【追記】表を見ると、18：3 のトランス脂肪酸がマーガリンにはあってバターには全くあ

りません。これが悪影響の要因だというかたが出るかもしれません。これですと、乳
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製品は安全になります。しかし、判るのは先の話、元凶がわかってからの話です。 

ちなみに、マーガリンの主要な原料が植物油ですから、原料として購入した植物油

に既に 18：3 のトランス脂肪酸が含まれているのかもしれません。 

油の摂取は不足しているので、健康面からも摂取を勧める声を聞きますが、メーカ

ー各社におかれては使用量を増やすとどれくらいトランス脂肪酸が増えるのか、18：

3 はどれくらい含むのかなど把握されていらっしゃるのか、気になっています。  

工業会はサンプル的にマーガリン等の原料と同種の市販の植物油のトランス酸を分

析したとも耳にしますが、食の安全の確認のためにも、植物油関係各位が、自社製品の

組成別の分析を公益財団法人日本食品油脂検査協会（03-3669-6723）に依頼され、現

状把握してはいかがでしょうか。その際、市販製品だけでなく、精製前の原油段階のも

のを併せて分析すると、精製過程でのトランス脂肪酸の消長も把握でき有益と思いま

す。 
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記  者  の  視  点 
 

※こちらは令和２年８月にご寄稿いただきました 

 

毎回、業界紙誌の皆様からのいろいろな視点でご寄稿いただいております。 

今回は㈱毎日経済通信社 平池記者からご寄稿をいただきました。 

                                             

  

 苦境の飲食業界へ 今こそ顧客への恩返しの倍返しだ！ 

 

株式会社毎日経済通信社 

記者  平 池 将 邦 

 

 この原稿を書こうとした７月末、本当なら東京はオリンピック開幕し、６０年に一度の

世紀のイベントの最中だったはずだ。しかし、現状は全く想像もしない現実が今広がって

いる。 

「想定外を想定する」これは J-オイルの八馬社長の言葉で、BCP(事業継続計画）につい

てのコメントの一説だ。 

今年の正月はこのような事態が起こることなど微塵も感じていなかった。五輪の事前準備

が着々と進むなかで物流もオリンピックシーズンには都内中心に異例の配送体制が敷か

れる計画が決まり、この期間中に物流や食品の供給体制についても綿密な打ち合わせが行

われていた。 

二月に入り、中旬頃、中国武漢で発生した新コロナウィルス感染が話題になり始めいた。

SARS の再来かとも言われ、筆者も中旬頃にこのパンデミックという内容の記事を書いた

記憶がある。二月末あたりに、ある飲食チェーンの幹部が今後起こる事態を予見して、銀

行に融資枠の設定を要請した。「これで六か月程度は持ちこたえることができる」と語っ

たが、その時点で八月になってもこのような事態が続くとは想定できなかった。 

食用油の動きでは、三月当初は飲食店の営業はまだ継続していたが、企業の出勤調整が

始まったことが大きな転換点となり、都内のオフィス街から人の減り始めた。そしてデパ

ートや大型商業施設が次々休業する事態となったことを分岐点に異次元に突入し、未曾有

の状況が広がっていくこととなった。 

食用油は三月時点では業務用の出荷減よりもリモートワーク導入や外出の自粛から家

庭内飲食が増加したことから需要が急増。四月一日からの家庭用食用油値上発表から、三

月末には品切れを起こす量販店もあった。家庭用の増加がやや上回る形となったが四月か

らの休業が本格化するなかで飲食店向けの需要は急減、家庭用の需要増を上回るペースと

なっていく。四月からの休業が本格化するなかで飲食店向けの需要は急減、家庭用の需要

増を上回るペースとなっていくと需給のアンバランスが生じる事態で業界は大混乱、需要

－２１－ 



 

 

の急減で流通在庫が余剰し返品の要請などがその後は続々出ることになった。 

法人需要の減少などが継続され大量消費のルーティーンが崩壊、家庭内では食べ残しは

少量だが、業務用では推して知るべしことから需要の落ち込みは予想を大きく上回る結果

となった。七月には需要が回復傾向をみせる場面もあったが八月時点でも再び感染拡大か

ら通常の消費形態に戻ることない。 

ある調査機関は「新コロナがリスクが払拭されても元の消費には戻らないのでは」という

見方を示している。ワクチンが普及してリスクが低減しても、元のライフスタイルに戻る

ことはないというのだ。企業は社員の一部はリモートワーク対応を継続するだろうし、現

状でも企業運営が継続していることから全員出社などあり得ないことが常識化、賃料の高

い中心部のオフィスも縮小傾向が今後予想される。 

 また、海外からの観光についても来年オリンピックが開催されてもどれだけの外国人観

光客が来れるだろうか？ 

 これらを勘案すれば、昨年までのような状況を消費量は到底見込めず、数年後、様々状

況が回復しても消費は金額ベースで八割程度の戻りに止まる可能性があるという見方も

ある。数量的には油脂の場合は八割以上戻すことになるだろうが、売上ベースでは大きな

ダメージは続きそうだ。 

 現実問題として、飲食業界の存続問題が現在の課題だ。既に与信も限界、倒産も増加傾

向にある。「飲食は食いぱぐれが無い！」ということで現金商売の強みが今は崩壊した。 

 

 外食には戦後最大のチャンス到来か 今は日本国内はほぼ横一線、 

 窮地の飲食業界は新たなビジネスに活路を見い出している。その現れがデリバリ、テイ

クアウトの台頭だ。それでもまだ、店舗の売上をカバーできる業態は少ない。ただ、今後

のライフスタイルからすると飲食業態では無視することはできない。ウーバーなどの参入

でデリバリは活況だ。テイクアウトも高級店なども積極的に展開を始めている。 

 現状では規模の大小を問わず厳しい状況は同じ、むしろ大手企業の方が状況は深刻だ。 

今年年末までに事態は終息するとは到底考えられない。場合によっては一度リセットして

仕切り直しが懸命だと判断するところも出てきた。戦後最大の危機！と思える事態だが、

裏を返せば、戦略次第では絶好のビジネスチャンス到来でもある。その中で、環境問題、

持続可能性にも配慮した次世代ビジネスモデルを構築する時期が到来している。 

 

今こそ、顧客への恩返しの倍返しだ！ 

 

危機に瀕している飲食業界を立て直すために今何ができるのか、それぞれの立場で考える

時期にあると筆者は思っている。このような事態は震災よりインパクトは大きいが、終戦

時とは違う。ゼロからの出発ではないがビジネスの再考には絶好の機会だ。失敗もしない

後悔より失敗から学ぶものの方が大きい。時間は多くは残されていないが、来年の七月末

にはオリンピックを世界の人びとと共に分かち合えることを切望する。 
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記  者  の  視  点 
 

毎回、業界紙誌の皆様からのいろいろな視点でご寄稿いただいております。 

今回は㈱幸書房 田中取締役からご寄稿をいただきました。 

                                             

  

昆 虫 食 に つ い て 

 

株式会社幸書房 

取締役編集長 田 中 直 樹 

  

 油の専門家である皆様の中には昆虫起源のオイルを召し上がった、あるいはお取り扱い

になったことのある方がもしかするといらっしゃるでしょうか？ 

 私は勉強不足で昆虫オイルを食したことはありませんし、そのような機会に積極的に触

れたいとなかなか考えられません。もちろん、歴史的あるいは食文化的に昆虫食を大切に

されている方々を否定するものではありません。私もイナゴの佃煮や蜂の子の甘露煮だっ

たかを食べた記憶はあります。ただ、圧倒的な食経験の無さから、どうしても苦手という

先入観にとらわれてしまいます。素晴らしい技術でクリアに精製された昆虫オイルであれ

ば、それと知らずに食べたら味や香りに違和感を覚えることはないでしょうし、それが昆

虫オイルであることに気がつかないであろうことは想像できます。しかし、それは同時に、

他の油と比べたときに、よりおいしいと感じられないということですから、そこに先入観

を覆すだけの特別な価値をあくまで個人的に見い出しにくいということになるわけです。 

 

 しかし、世界的にみても、食料問題の解決策のひとつとして昆虫食に関する様々な研究

が行われ、食文化とは別のところで、増大する世界の人口を養うためであったり、新規食

品として食用昆虫の生産、生育が現実に進められています。2013 年に国連食糧農業機関

（FAO）が「Edible Insects」と題して食品や飼料の安全保障に向けて食用昆虫の将来展

望を報告したこともそのひとつの契機になりました。 

 ＥＵでは 1990年代後半に遺伝子組み換え食品が登場してから間もなくして、新規食品

（Novel Food）に関する規制が敷かれており、欧州の人にとって食経験がほぼなかった昆

虫も 2018年にはその規制の管理下に置かれるようになりました。つまり、昆虫が食品と

認識されるようになったわけです。規制を弾力的に運用する一部のＥＵ加盟国ではすでに

製造・販売が可能になっているものがありますが、欧州食品安全機関（EFSA）が今年に

入ってミールワームの食用販売に関する安全性審査で暫定的なゴーサインを出し、今後、

ＥＵ全域で食べられる昆虫の許認可が進んでいくものとみられています。こうした期待か

ら、数年後には世界の昆虫食市場が 1,000億円規模に及ぶと見込む向きもあります。 

 日本においても伝統的な昆虫食のみならず、新たに昆虫食を提供する企業や飲食店がみ
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られるようになってきました。無印良品を展開する良品計画は、飼育したフタホシコオロ

ギを使用した「コオロギせんべい」の通信販売を昨春から始め、その後、店舗販売を広げ

ています。一方、昨年６月、東京・日本橋馬喰町にオープンした ANTCICADAは、コオ

ロギラーメンや旬の虫を使用したコース料理を提供するとともに、昆虫食商品などの通販

も行っています。 

 昆虫食通販を手掛けるアールオーエヌは、今年新たに昆虫オイルを発売しました。

「100％ ヨーロッパイエコオロギ オイル」「100％ フタホシコオロギ オイル」「100％ シ

ルクワーム オイル」のほか、フタホシコオロギオイルを使用した激辛調味料「コオロギ 

チリオイル」も品揃えしており、いずれもタイの JR UNIQUE FOODS 社製となってい

ます。脂肪酸組成としては、ヨーロッパイエコオロギオイルは MUFA がやや少なめ、シ

ルクワームオイルは PUFAがやや多めといった違いがあるものの、SFA、MUFA、PUFA

のいずれかに大きく偏っているというよりも、比較的均等に近い傾向があるようです。 

 

 地球上の誰一人取り残さないために、より生産性の高いものが求められるようになって

きています。代替エネルギーとしての利用が進みつつある微細藻類由来のオイルなどもそ

うですし、食料としての昆虫もたん白質資源として効率性に優れることから注目をされて

います。昆虫食の課題のひとつである見た目の改善については、プロテインパウダーやエ

ネルギーバー、スナック菓子的なものといったところから、さらにおいしく食べられる工

夫をヒトの知恵は生み出していくでしょう。それでも、必要十分な品質規格を満たしてエ

ネルギーとしての機能を果たしてくれればよいものと、優れた栄養価を効率的に生産・摂

取できるからと言って食品を同列には扱いにくいという人も当然いらっしゃると思いま

す。食料を用意するとともに、食料がないから仕方なく好まざるものであっても食べなけ

ればならない人をいかに減らせるかが、この問題に欠かせない視点であるためです。 

 また、仮に昆虫食市場が広がっていった場合に、その規模によってどれほど生産性や効

率性が高く評価されるかも変わってくると思いますが、その議論はさておき、たん白質を

得るために食用昆虫を養殖して加工するのであれば、副産物をどう有効活用するかが問わ

れます。脱脂たん白とオイル、その他の副産物と考えると、まさに搾油事業に似た枠組み

です。また、畜産物と同様に生き物ですから糞などの処理も必要です。昆虫食市場が大き

く成長するには、こうした問題を解決していかなければなりません。複雑に絡み合う既存

の食料供給網の中に昆虫食を上手に組み込めるのか、また受け入れられるのかが、昆虫食

市場成長の鍵となるでしょう。 

 

 世界的に取り組むべき人口・食料問題に関連することですので、蓼食う虫も好き好きと

横目で笑って見ていられることではありませんが、やっぱり個人的に虫は遠慮したいとい

う感覚が抜けきれません。油の問屋の皆様は、様々なメーカーの素晴らしい植物油・動物

油を扱われ、それらのおいしさにこだわるお客様の期待に応えていらっしゃいます。新し

いオイルにアンテナを張りつつも、歴史と伝統、今の日本の食文化に根ざした油をしっか

りと届けて頂きたいというのが本音です。 
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各 地 区 の 活 動 状 況   

＜令和２年２月～令和３年１月＞ 

 

 

令和２年 

２月５日(水)  東京油問屋市場は定例役員会を開催し、第１２０回起業祭実施要領の決定を

するとともに今後の行事予定について策定した。  

 

２月１８日(火) 東京油問屋市場は情報委員会による製販懇談・懇親会を開催。製販営業役職

者等３４名の参加で活発な意見交換の場となった。 

        

３月２５日(水)  東京油問屋市場は『第１２０回起業祭』の開催を東京･中央区のロイヤルパ

ークホテルにてを予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から延期とした。 

 

４月４日(土)   京都・大山崎の油祖離宮八幡宮にて恒例の『日使頭祭』が挙行されたが、本

年は新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ参列等を中止とし、規模を大

幅に縮小して行なわれた。 

 

５月１２日(火)  関西油脂連合会は新型コロナウイルス感染拡大による集会の自粛により、

第１７回定時総会を書面で評決を行ない、令和元年度事業報告・会計報告、

令和２年度事業計画案・予算案の議案を承認可決した。 

本年は役員改選期であったが、臨時措置として１年間の期限で前期役員全

員の留任が決議された。 

 

５月２０日(水) 日本マーガリン工業会の令和２年度定時総会は新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から書面によって行なわれた。 

 

５月２１日(木) 一般社団法人日本植物油協会の令和２年度通常総会は新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から書面によって行なわれた。 

任期満了による役員改選で、新会長に日清オイリオグループ㈱久野社長、副

会長に㈱Ｊ-オイルミルズ八馬社長、昭和産業㈱新妻社長が就任した。 

 

５月２８日(木)  愛知県油脂卸協同組合は第６９回通常総会を新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、議案評決を書面評決を中心に行ない、令和元年度事業報告

並びに収支決算、令和２年度事業計画・収支予算案を承認可決した。 

任期満了に伴う役員改選で、太田健介理事長（太田油脂㈱社長）、佐橋毅勇

副理事長（徳万商事㈱社長）が再任、新任で副理事長に長谷川徹氏（名古屋

油糧㈱社長）が選任された。 

館野副理事長の油〆 
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６月１５日(月) 東京油問屋市場は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から役員会を書

面にて開催し、第１２０回定時総会の議案について審議を行なった。 

 

６月２９日(月) 東京油問屋市場は新型コロナウイルスの感染予防対策に十分配慮しながら、

第１２０回定時総会を T-CAT ホールにて開催し、令和元年度事績報告並び

に収支報告、令和２年度事業計画・収支予算案を承認可決した。 

任期満了に伴う役員改選で、館野洋一郎理事長（㈱タテノコーポレ－ション

社長）、金田雅律副理事長（㈱マスキチ社長）、宇田川公喜副理事長（㈱宇田

川商店社長）、島田豪副理事長（島商㈱社長）が再任した。 

 

９月１日(火)  全油販連の正副会長は Web にて会議を行ない、第６７回定時総会について

話し合った。 

 

９月２９日(火)  東京油問屋市場は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から役員会を書

面にて開催し、今後の行事の予定などについて審議を行なった。 

 

９月３０日(水) 全油販連は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から役員会を書面にて

開催し、第６７回定時総会の開催および議案について審議を行なった。 

 

１０月２１日(水) 全油販連は、第６７回定時総会を東京･中央区のロイヤルパークホテルにて

開催した。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から Web 会議システム

を導入し、総会には会員が全国よりモニターで参加できるようにした。 

総会では令和元年度事業報告・決算報告および令和２年度事業計画案・予算

案が承認可決された。 

任期満了に伴う役員改選で、宇田川公喜会長(㈱宇田川商店社長)、金田雅律

副会長(㈱マスキチ社長)、館野洋一郎副会長(㈱タテノコーポレーション社

長、東京油問屋市場理事長)、木村顕治副会長(㈱マルキチ社長、関西油脂連

合会会長)、太田健介副会長(太田油脂㈱社長、愛知県油脂卸協同組合理事

長)が夫々再選された。 

 

１０月６日(火)～１５日(木) 

一般社団法人日本植物油協会主催の『第２８回植物栄養懇話会』は、新型コ

ロナウイルスの影響により、本年は講演会を Web 閲覧にて開催された。 

 

１１月１８日(水) アメリカ大豆輸出協会主催の『２０２０アメリカ大豆バイヤーズ・アウト

ルック・カンファレンス』は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、

本年はオンラインにて開催された。 

 

 

 

－２６－ 



 

１１月２６日(木) 本年の『第４４回日加菜種協議会』は新型コロナウイルス感染拡大の影響 

によりWeb会議で開催され、オブザーバーとして宇田川会長、金田副会長、

館野副会長、岡本専務理事が参加した。 

 

１２月２３日(水) 全油販連 宇田川会長、金田副会長ならびに東京油問屋市場 館野理事長は、

製油メーカー大手３社に年末の挨拶回りを行なった。 

 

・例年１２月に行なっている東京油問屋市場の『大納会』は新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から中止となった。 

 

 

令和３年 

・例年１月新春に行なっている油脂６団体共催『油脂業界新年交礼会』は新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から中止となった。 

 

・例年１月新春に行なっている関西地区の『油脂関連業者賀礼会』は新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から中止となった。 

 

１月９日(木)   東京油問屋市場は『令和３年初立会』を Web 会議システム Zoom にて、約

５０名の参加を得て開催した。 

館野理事長の挨拶に続き、一般社団法人日本植物油協会久野会長、農林水産

省食料産業局食品製造課峯村課長より年頭祝辞をいただき、続いて東京油

問屋市場情報委員会金田委員長が油脂需要状況を報告、全油販連宇田川会

長が油締めを行なった。 

 

１月初旬    関西油脂連合会は集団でのお参りは新型コロナウイルス感染予防の観点か

ら、離宮八幡宮は各自参拝をすることとし、関西油脂連合会として木村会長

が参拝した。新年会も同様の理由により中止とした。 

 

１月２０日(水) 東京油問屋市場は新春恒例の佃島住吉神社への初詣を、本年は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から館野理事長、金田副理事長、宇田川副理事

長、島田副理事長のみで参拝した。 

            

１月２２日(金) 愛知県油脂卸協同組合は令和３年１月度定例役員会を開催。令和２年度         

活動総括・同年度予算使途について協議を行なった。 

 

 

                                                

－２７－ 



 全油販連いっぷくコーナー    
 ※こちらは令和２年８月にご寄稿いただきました 

 

コロナで GoTo？ 

 

コロナ対応での自粛により、飲み会等もなくなり巣篭り状態なので、情報や行動なども

限られ……、という訳で、これまでを私なりに振り替えてみます。先ずは出来事。 

１月 16日に厚生労働省がコロナ感染の確認を発表してから、中国武漢やクルー船での感

染が毎日のように流れた。2 月半ばに国内初の死者が確認され、一般参賀や東京マラソン

の中止が決まり、下旬には全国小中高の休校要請が出され、マスク、紙類、消毒液、即席食

品等々が店頭から消える。納豆には驚愕！３月には相撲が無観客試合を行っている中、

WHO がパンデミック宣言をし、選抜高校野球は中止となり、東京オリ・パラは 1 年延期

となった。4月 7日に緊急事態宣言が出され、東京都など休業要請をし、そして 16日には

緊急事態宣言が全国に拡大された。自粛要請が出され、5月連休に向けては、stay home週

間が言われ、経済はリーマンを超える悪化に。連休明けて、14日に 39県が緊急宣言解除、

21 日に関西 3 府県が解除、25 日には全国で解除となった。6 月は感染者数も減少したが、

GoTo キャンペーンなどが話題になる 7 月半ばころから第 2 波と言われ、感染者数が急増

した。この間、PCR検査、医療崩壊、アベノマスク、テレワーク、自粛警察等々が飛び交

う。 さて、総理は GoToで何処に向おうとしているのか？   

 以下、私ごとで恐縮。コロナ離婚、家庭内暴力等々も話題になりましたが、愚妻は、友達

と楽しく過ごすことが出来なくなって発疹が広がり、医者からストレスが原因と診断され、

膏薬をもらってきた。With coronaにはストレス対策が重要と実感した。 

 そして、新聞。求人広告が無くなり、広告ゼロの日が出、遂には新聞整理袋を 2 枚から

1 枚に減らすとの広告には驚いた。宣言解除とともに広告も以前の何割かまで戻ってきて

いるし、整理袋も２枚のままである。しかし、影響の大きさを改めて感じた。 

 ７月、オジギソウを買った。毎朝「おはよう」と触れるのは面白く、これも新たな生活様

式か？とふと思う。水遣りの際 7月大雨災害地ではコロナで支援が阻害され心が痛む。 

 一方、コロナ感染者増の中、将棋の最年少での藤井聡太棋聖の誕生や大相撲での照ノ富

士の序二段陥落からの復活幕内優勝は、ワクワクとした気分にしてもらえた。 

また、コロナ禍中のネット配信で、過日離婚の杏さんの弾き語り「教訓１」はよかった

です。♪命は一つ、人生は一回、だから命を…。されど、今の若者の感染増は残念至極。 

 最後に、朝日新聞に投稿・掲載された面白いと感じた二つ。 

 ① 投稿短歌（タナカサダユキ氏） 

   『しばらくは 離れて暮らす コとロとナ つぎ逢ふ時は 君という字に』 

② かたえくぼ（投稿者：ふじみ野・まぁ君） 

   『 「GoTo 見切り発車」 

いいの？旅立ち    ━ COVID19  』 

皆様、何はともあれ、３密回避で、コロナに罹らないように！！ご注意ください。 

 

                        麻賀倫太郎 

－２８－ 



編集後記 

 

令和２年第２号、令和３年第１号合併号の「全油販連ＮＥＷＳ」をお届けします。 

✩新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言が出された状況から、感染予防のため 

 業界の行事も中止または、延期となる事例が多く発生した結果、全油販連ニュースに 

 掲載すべき行事も同様の状況となり、令和２年２号と令和３年１号の合併号として 

 発行となりましたことをお詫びいたします。 

 

 『令和２年製油業界１０大ニュース』                日本植物油協会公表 

１位 新型コロナ渦による外出自粛を受け、家庭用需要が伸びるも外食産業の低迷により 

  業務用大幅減少。 

２位 新型コロナ渦で食生活が変化する中、オリーブ、米、ごま、えごま、あまに等の 

プレミアムオイルに追い風。 

３位 大豆の世界需給、記録的な輸出量や好調な搾油により繰越在庫低水準、シカゴ大豆 

相場高騰。 

４位 業務用需要減による油脂消費減の一方、国内ミール需要と輸入ミールのアンバランス化 

５位 ラニーニャ現象によりパーム油は多雨で減産、大豆は南米の乾燥天気で生産量減少の 

リスク高まる。 

６位 新型コロナ感染拡大、緊急事態宣言発令、「新しい生活様式」や在宅勤務(テレワーク)など 

の感染防止策実施。 

７位 将来の食糧危機、蛋白源不足が意識される中フードテックが注目され、プラントベースフ 

ード(大豆ミート、ベジミート、植物チーズほか)市場が存在感強める。 

８位 中国やインドの堅調な需要による世界的植物油需給のタイト化と油脂価格の高騰。 

９位 企業の社会的価値、選ばれる企業へＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)への取組が油脂業界 

でも広がる。 

１０位 最大のイベントとして期待された東京五輪、パラリンピックが来年同時期に延期。 

 

（編集係：岡本・松山）  
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