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はじめに 

 

 近年、生活様式の変化による過栄養と運動不足の結果として生じる生活習慣病

患者の増加と共に、少子高齢化社会の到来による年金、医療費など社会保障給付

費の増加（図１）1)が問題となっている。 

 日々の生活のあらゆる場面で自動化が進み、便利な世の中になった一方で、我々

は自動車の普及やデスクワークの増加などによって身体活動の機会を失い、慢性

的な運動不足に陥りやすい状況におかれている。このような変化に伴う運動量の

減少は、健康長寿の 大の阻害要因であるメタボリックシンドロームをはじめと

する生活習慣病や三大疾病のリスクを上昇させることが知られており、スポーツ

庁や厚生労働省が中心となり、「スポーツ基本計画」2)や「21 世紀における国民健

康づくり運動」3)などのガイドラインの作成が進められている。 

 一方、油脂は、エネルギーの源、ホルモンや細胞の大部分を構成する重要な栄

養源であるにもかかわらず、一昔前までは「肥満」の原因などマイナスイメージ

があった。しかし、近年は、体に脂肪がつきにくい中鎖脂肪酸、コレステロール

値を下げる ω-6 脂肪酸、血中の中性脂肪を減らす ω-3 脂肪酸等、健康に良いと

されるワンランク上の油脂の調査・研究が盛んに行われている 4)。 

本論文では、様々な健康効果が期待されている ω-3 脂肪酸の中でも、特に α-

リノレン酸含有量が豊富で、抗酸化作用があるビタミン E を豊富に含む南米原産

植物油脂原料 “サチャインチ”に着目し、各種二次加工製品のスポーツへの貢

献による健康増進社会の実現を、“サチャインチ共同体による植物工場事業”を

通じて具体的に提案する。 

 

第１章 スポーツと健康 

 

１－１ 現代社会における運動不足と健康への影響 

 

地球上に人類が誕生してから約 400 万年の月日が流れた。人間の体はもともと

動く生活に適応するような進化を遂げてきた。しかし、高度経済成長による急速

な発展に伴い、我々の生活環境は劇的な変貌を遂げ、身体活動量は極端に減って

きている。家事においては電気製品などの普及により家事労働が軽減され、職場

においても省力化、自動化が進み、全身を使い労働する機会が減少した。また、

日常生活に於いては自動車、エレベーター、エスカレーターなどの移動用設備の
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発達が、歩くという機会さえ減少させた 5)。 

その結果、私たちは運動不足に陥り、さらに肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧

症、心臓病などの生活習慣病が増加した。また、運動する機会の失われた生活は、

ストレス性疾患をも増加させ、精神的な健康を妨げた 6)。 

そのため、このような危機的状況に置かれている私達の健康と体を救うため

様々な研究がされている。例えば 1 日 15 分以上の運動は、心疾患、糖尿病、がん

による死亡率を低下させ、さらに運動量に応じてその効果が大きくなると報告さ

れている 7)。また、運動と医療費に関する研究も進められており、1 日に 1,500 歩

多く歩くことで、1 人当たり年間約 35,000 円の医療費を抑制できるとする試算結

果もある 8)。 

このため、スポーツ庁は「スポーツ基本計画」の中で、「スポーツ医・科学等を

活用した健康増進プロジェクト事業」や「スポーツを通じた健康長寿社会の創生

事業」を通じて、健康づくりを呼びかけている。また、厚生労働省が 2000 年度か

ら進めている「21 世紀における国民健康づくり運動」によれば、①日常生活にお

ける歩数の増加、②運動習慣者の割合の増加、③住民が運動しやすいまちづくり・

環境整備に取り組む自治体数の増加、それぞれについて数値目標を掲げ（表１）、

健康増進に取り組むなど、社会全体で運動を通じた健康増進に対する認識を高め

ようとしている。 

 

１－２ 成人のスポーツ参加動向 

 

笹川スポーツ財団が 1992 年以来実施している「スポーツライフに関する調査」

9)によれば、成人の４割弱が運動の頻度だけでなく、時間も考慮した質の高い運動

を行っている（図２）。しかし、運動の質を追及するあまり、怪我や故障のリスク

が上がり、それらを予防するサプリメントや栄養補助食品の開発が求められてい

る。 

一方、運動を全くしない人は、調査当初は約半数であったが、近年では 2 割台

に減少している。この背景には、生活習慣病予防や、健康・体力づくりへの関心

の高まりが挙げられる。しかし、依然としてスポーツと無縁の生活を送っている

人がいる実情であり、官民を挙げてより一層のスポーツ振興が必要である。 
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１－３ 子どもの体力・運動能力低下 

 

日本における児童・生徒（以下子ども）の体力・運動能力の長期的な変化をみ

ると、昭和 39 年ごろから昭和 50 年の半ばごろまで向上し、昭和 60 年ごろをピ

ークに後は約 10 年間にわたって急激に低下し、現在も低い水準にとどまってい

る（図３）10)。  

子どもの体力・運動能力の低下は、将来的な国民全体の体力・運動能力の低下

につながり、医療費や介護に要する費用の高騰を招き、社会全体の活力が失われ

ることにもなりかねない。また、その低下に歯止めをかけ、引き上げようとする

試みは、子どもの健康状態を高めるだけでなく、国民の生涯にわたっての健康、

特に生活習慣病の予防の観点からも不可欠な取り組みである。 

このため、スポーツ庁は「スポーツ基本計画」の中で、「青少年の体力・運動能

力に関して、10 年以内にこどもの体力・運動能力が昭和 60 年ごろの水準を上回

ることができるよう、5 年間、体力・運動能力が維持され、確実なものとなるこ

と」と具体的な目標設定を行っている。その結果（図４）、体力水準は回復傾向と

なったが、依然として昭和 60 年代と比べ低い水準であり、より一層の体力・運動

能力向上への取り組みが必要である。 

 

第２章 スポーツを通じた健康増進における油脂の役割 

 

２－１ 油脂の役割 

 

油脂はエネルギー源や栄養源として重要な役割を担っている。数ある脂質の中

で中性脂肪は、運動との関係が深く、体内で脂肪酸とグリセロールに加水分解さ

れ、エネルギー源として利用される。そのエネルギーは 1g 当たり 9kcal であり、

炭水化物およびタンパク質の各々1g 当たり 4kcal と比較し、約 2 倍と高エネルギ

ーである 11)。 

 また、油脂には水に溶けない成分が溶け込んでおり、抗酸化作用を有するビタ

ミン E をはじめ脂溶性ビタミンの吸収に不可欠である。 

さらに、リノール酸に代表される ω-6 脂肪酸と、α-リノレン酸に代表される

ω-3 脂肪酸の多価不飽和脂肪酸は、体内では作ることが出来ない必須脂肪酸であ

る 12)。 
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２－２ スポーツにおける必須脂肪酸 

 

必須脂肪酸の一つである ω-3 位に炭素-炭素二重結合を持つ ω-3 脂肪酸（図

５）は、健康に良いワンランク上の油脂として注目を浴びている。その代表とし

て、アマニ、エゴマ、ナタネなど植物油に含まれる α-リノレン酸、サンマ、サ

バ、イワシなど魚油から得られるエイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエ

ン酸（DHA）が挙げられる 13)。 

スポーツに於いては、毎日の EPA の摂取による、血液の流動性向上、トレーニ

ング後の筋肉の炎症抑制ならび、回復時間の短縮、さらに脂肪の燃焼とタンパク

質の合成促進、などの効果が認められており、注目を浴びている 14) ,15) ,16)。 

 例えば、ドイツ 1 部リーグのサッカーチーム：ドルトムントでアスレチックコ

ーチを務めていたライナー・シュライ氏は、自身の指導書の中で、「試合前日は魚

を食べるべきであるとし、油が多い肉は避け、ソーセージは論外だ」と述べてい

る 17)。この事は、炎症促進作用を有する ω-6 脂肪酸が豊富な肉類よりも、炎症

抑制作用を有する EPA、DHA が豊富な魚類を食べることで、筋肉の回復が促進され

るとの報告もあり 18)、とても合理的な意見である。 

また、日本食糧新聞（2017 年 3 月 27 日号）の記事によれば、海外の強豪ラグ

ビーチームも EPA を含む ω-3 脂肪酸の摂取を徹底していた 14)。 

 このように、魚油由来の EPA、DHA の有用性は高い。しかし EPA、DHA の原料で

ある海洋資源は供給が不安定であり、魚油の輸入価格（図６）19)は 200 円/kg か

ら 450 円/kg まで振れ幅が大きく、また精製した DHA も高価 20)（8,000 円/kg）で

あることから、筆者は、日常的に摂取しやすく代替え可能な、EPA や DHA の前駆

体である植物由来の α-リノレン酸に着目した。 

 

第３章 必須脂肪酸として α-リノレン酸を含有する食糧油脂 

 

３－１ α-リノレン酸（ALA）含有植物 

 

 ALA 含有植物油脂として、アマニやエゴマが広く知られており、その種子から

搾油された油は、ALA を約 60％と豊富に含有している（表２）21) ,22)。しかし、ALA

は熱や光により簡単に酸化されてしまい、さらにこれらの油は、独特の味や風味

があるため、素材のままでの摂取は難しく、酸化防止剤や人工甘味料を加え、安

定性や風味を調整する必要がある。そのため、添加剤を加えず、素材が持つ力を
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そのまま活かせる食材が求められている。 

 そこで、ALA をアマニ油やエゴマ油と同等もしくはそれ以上に含有している植

物油脂として、サチャインチに着目した（表２）。 

サチャインチは ALA を豊富に含むだけでなく、酸化安定性が高く、豊かな風味

であるため、添加剤を加えずに素材が持つ力を十分に引き出せ、スポーツ用途に

適なだけでなく、高齢者や美容を気にする女性へのサプリメントにも適してい

る。サチャインチの詳細について次項で詳しく述べる。 

 

３－２ 南米原産 ALA 含有植物 “サチャインチ” 23) ,24) ,25) , 26) 

 

サチャインチは、南米ペルーアマゾンの熱帯雨林に分布するトウダイグサ科の

蔓性常緑樹で、インカインチ、インカナッツ、サチャピーナッツ、インカグリー

ンナッツとも呼ばれており、学名は「プルケネティア・ボルビリス」である。 

原産地のペルーでは「サチャインチ」と呼ばれ、何千年も前から親しまれ、星

形の特徴的な形をした実をつける（図７）。その熟した実は栄養豊富であるため、

現地の食生活に欠かせない植物となっている。種子からオイルを搾ることができ、

また種子を炒って得られるナッツは高タンパクなため、エネルギー補給と栄養補

給に優れ、ハイカーや山岳レースに出場する選手の行動食として利用されている

27)。 

また成長が早く、室内で栽培しても 9～10 ヶ月で収穫出来き、寿命も長く 15～

50 年間の収穫が可能である。 

農地に樹木を植え森林を育てながら、樹間で農作物を栽培するアグロフォレス

トリー栽培にて栽培されているが、天候不順により不作年もまれにあり、安定供

給がきわめて重要である。 

日本では、2006 年頃からこのサチャインチから搾油されたオイル（以下サチャ

インチオイル）が普及しはじめ、美容や健康に良い油として知名度が高まりつつ

あるが、スポーツ分野に於いては、まだまだ認知度が低い。 

 

３－３ サチャインチオイルの魅力 28) , 29) 

 

様々な研究報告がされているサチャインチオイルは、ALA を約 50％含有してお

り、アマニ油やエゴマ油と同等である。 

ALA は酸化されやすく、その克服が重要であるが、サチャインチオイルには強
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力な抗酸化作用を持つ天然ビタミン E が 100g 中 200mg 含まれており、酸化防止

剤など添加剤を加えずに、新鮮な風味を保持できる。そのため、加熱利用におい

て主成分の ALA を壊すことなく摂取が可能である。 

スポーツに於いてもビタミン E は有用で、血行促進効果により、疲労物質であ

る乳酸やアンモニアの消失に作用し、疲労回復を早まらせる 30)。さらに、抗酸化

作用から不飽和脂肪酸の酸化を抑制し、酸素を効率よく運び、筋肉が持つ本来の

スタミナをも発揮させる 30)。 

また、ω-6 脂肪酸と ω-3 脂肪酸の理想的なバランスは 4：1 だといわれている

が、現代の食生活では、そのバランスが 10：1 〜 50：1 程度であり、ω-6 の過

剰摂取になりがちである 13)。そのため、ω-6 の摂取量を抑えるまたは ω-3 の摂

取量を増やす必要があり、ALA 含有量が多いサチャインチオイルは、ω-3 と ω-6

のバランスを整えるのに役立つと期待されている。 

 さらに、昭和女子大学の中津川らの研究報告によれば、粘度が高くやや不快な

風味を有するアマニ油に比べ、サチャインチオイルはサラサラな食感でほのかな

果物の香りを有する 31)。そのため、年齢や性別問わず摂取しやすく、スポーツ後

の栄養補給をはじめ、習慣的な摂取に 適である。 

 

第４章 サチャインチオイルの安定供給システム 

 

４－１ サチャインチ植物工場 

 

 植物工場は、光、温湿度、二酸化炭素濃度、気流速度などの植物の生育環境を

制御し、土の代わりに培養液によって植物を栽培する生産システムのことで、太

陽光を一切利用せず、蛍光灯、LED などの人工光源を用いて栽培する人工光型植

物工場（図８）と、太陽光により生産する太陽光型植物工場に分けられる 32), 33)。

植物工場の 大のメリットは、自然環境に左右されず安定的な生産が可能なこと

であるが、露地栽培に比べコストが掛かるため、効率化とともに高付加価値が不

可欠である。また、農林水産省は「平成２５年度行政政策推進上課題解決を早急

に図る必要性の高い課題について」の中で、植物工場の高度利用による高品質・

高機能野菜等の生産技術開発を課題に挙げている 34)。このため、人工光型植物工

場における生産物の高付加価値化に関する研究が盛んに行われており、例えば、

庄子の報告によると、異なる光源よるサニーレタス苗の生育について、青色 LED

を含む光源の利用では葉が厚い苗を生育でき、青色 LED や青赤色 LED では収穫時
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の増収効果や苗の含有フェノール、カロテノイドの増加効果がある 35)。 

以上の通り、ALA を豊富に含む高付加価値油糧植物であり、生育気候が我が国

と異なる海外原産のサチャインチの栽培には植物工場が 適であり、植物工場を

用いたサチャインチの栽培および搾油を提案する。 

食糧油脂に関する製造では、富山市が 2014 年 3 月、市内山田地域で温泉熱等活

用した完全人口光型植物工場を整備し、エゴマを栽培する「牛岳温泉植物工場」

を立ち上げた 36), 37)。しかし、この工場では食糧油脂として搾油されるエゴマの

種ではなく、食用の葉の栽培を目的に行っており、栽培から搾油まで行う植物工

場の報告は数少ない。 

そこで、栽培から搾油まで行う植物工場の実現のため、山形県が公表した完全

人工光合成型レタス植物工場の構成を参考に、必要な工場規模とその生産量を試

算した 38)。 

一般的な露地栽培におけるサチャインチの収穫期間は年間 5～7 ヵ月で、収穫量

は林間 1m にて 1,000m2 あたり 0.4t で、搾油量は収穫量の約 50%、0.2t である 23)。

植物工場では栽培期間の短縮が可能なため、通年の収穫を見込み、先の山形県が公

表した植物工場と同様に株間を 15cm とし、必要な規模と生産量を算出した（表３、

４）。植付株数を 200,000 株とすると、栽培面積は 4,500m2 必要となるが、栽培段

数を 4 段とすれば設置面積は、共通室を含め 1,325m2 で済む。これは、テニスコー

ト 5 面の広さに相当し、省スペースで生産が可能である。また、サチャインチの生

産量は年間 941t となり、搾油効率を 50%とするとオイルを年間 471t 生産でき、ア

マニ油の年間輸入量の約 1/1019)、魚油の年間輸入量の約 1/4019)に相当する。 

次に、先の工場規模と生産量をもとに、電気代をはじめとする変動費、設備コ

ストの償却費などを含め生産コストを試算した。ここで搾油にかかる費用は、同

様な搾油方法であるヒマワリ油（収穫量 100kg、搾油費 220 円/原料 kg）39)を参考

に、22 円/原料 kg とした。その結果（表５）、栽培から搾油まで 365 円/kg で生産

でき、対象である ALA を含むアマニ油の市場価格（図６）590～610 円/kg19)や、

DHA や EPA を含む魚油の市場価格 200～450 円/kg19)に比べ、安価かつ安定的に競

争力を持った油を製造できると考えられる。 

さらに、スメーブジャパン㈱が試算した、超臨界二酸化炭素抽出法による微細

藻類から高純度 EPA（95%）を 1kg 単離する費用 40)と同額と判断し、ALA1kg の単

離に必要な費用を 8,000 円/ALAkg とする。サチャインチオイルは ALA を 50%含有

しており、理想的に回収できると仮定し、精製サチャインチの原料費は 730 円

/ALAkg となり、8,730 円/ALAkg で ALA 高純度品を得ることができる。 
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高純度 DHA の市場価格（純度 70% 30,000 円/kg ）20)に比べ、安価かつ高純度

で精製でき、スポーツ分野だけでなく医薬分野への適用も十分に可能である。 

 

４－２ 二次加工製品 

 

 サチャインチ植物工場よる安価かつ安定的な栽培・搾油について述べてきたが、

ここではビタミン E 豊富で熱に強く風味豊かなサチャインチオイルの二次加工製

品について述べる。 

アマニ油を使ったマヨネーズやドレッシングなど加工食品の開発は進んでおり

41)、これらの用途で先行している食品メーカーと共同で、大人から子供まで日常

的に摂取可能な加工食品を考案していく。 

また、サチャインチから ALA を安価かつ高純度で単離精製できるため、EPA や

DHA を用いた製品開発で先行している食品・医薬品メーカーと共同で、より高い

レベルを目指すアスリートに向け、サプリメントや製剤の開発をしていく。 

 さらに、学校法人東京農業大学と日本化薬株式会社の特許文献（特開 2016-

37498）によれば、ALA は体温及び筋肉温度の上昇抑制、体内の水分喪失の抑制に

優れ、熱中症の予防が可能である 42)。これは、高熱に伴う脂質代謝に関与する β-

酸化系脂質代謝酵素である 3-ヒドロキシアシル CoA 脱水素酵素の活性の低下を

ALA が抑制することに由来している。このため、ALA の含有量が高いサチャインチ

オイルは非常に魅力的であり、食品や飲料メーカーと共同しスポーツ飲料の開発

が求められる。 

 

第５章 スポーツを通じた健康増進社会に向け 

 

５－１ サチャインチ共同体 

 

 第四章で提案したサチャインチ植物工場の実現に向け、油脂産業界が先頭を切

り食品工業会と共に、運営を先導する組織を立ち上げる。この運営組織を「サチ

ャインチ共同体」（図９）と名づけ、（１）製造部門、（２）企画部門、（３）広報

部門と 3 つの主要部門を設ける。 

（１）製造部門：ALA を豊富に含むサチャインチを安価かつ安定的に栽培・搾油

できる植物工場の操業、加工食品や製剤の二次加工製品の製造を行う。 

（２）企画部門：国内から海外まで健康増進に向け、様々なスポーツ支援事業を
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行うため、以下 4 つの支援室を設ける。 

（ア）アスリート支援室：アスリートの競技力向上に向け、サチャインチ製品の

効果の実証をはじめ、当事業での売り上げを活用し、競技に集中して取り組むた

めのスポーツ環境整備を行う。 

（イ）生涯スポーツ支援室：国民の健康増進に向け、当事業での売り上げや、協

賛金、自治体からの補助金を元に、スポーツを日常生活に取り入れるための取り

組みを行う。 

（ウ）子供支援室：子どもの体力・運動能力向上に向け、毎日の学校給食におけ

る栄養面のサポートや、将来の習慣に繋がる運動の機会を提供する。 

（エ）国際支援室：世界規模の健康増進社会のため、世界の子どもたちへ運動の

普及や、栄養面のサポートに向けた取り組みを行う。 

（３）広報部門：企画部門と連携し、スポーツ人口の拡大に向けた啓発活動や、

健康効果が期待されるサチャインチ製品の普及、拡販に向けた宣伝活動を行う。 

 

５－２ サチャインチ植物工場の建設 

 

サチャインチ植物工場の建設には、農林水産省が支援する次世代施設園芸の取

組拡大に関する交付金 43)、強い農業づくり交付金 44)に加え、福井県が支援する企

業的園芸支援事業 45)を活用し、さらに工場の一部を分譲し販売することで、高額

な初期投資費用を抑える。また、福井県が支援する企業立地支援給付金 45)や電力

料金の割引措置 45)を活用し、操業に掛かるランニングコストを抑え、円滑な運営

を目指す。 

また、建設から稼動までの流れ（図１０）を以下に示した。実用化に向けた事

業化検討を 2018～2020 年にかけて行い、それと並行し 2019 年から 2020 年にか

けて建設地の選定および工場設備の基本設計を行う。それぞれの検討が終了した

2020 年初頭に、事業計画の 終確認および、用地の買収を行い、2020 年中頃から

工場建設に着工、2021 年年末に竣工し、2022 年年初から工場の操業を開始する。 

 

５－３ トップアスリート支援 

 

トップアスリートの支援から得られるスポーツ科学、医学などの知見を、運動

療法、高齢者医療、リハビリテーションなどへ応用することは、健康増進社会を

実現するうえで非常に重要である 46)。 
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このため、学生トップリーグで活躍する選手のサポートを大学と共同で行い、

サチャインチ製品の効果の実証や新たな可能性を探索し、競技者およびチームの

競技力向上に貢献すると共に、健康の保持増進に必要な運動処方やより効果的な

サチャインチ製品の開発を行う。 

さらに、本組織が積極的にアスリートを雇用し、競技に集中して取り組める環

境を提供するだけでなく、当事業での売り上げの一部を、施設などスポーツ環境

の整備や指導者の育成に活用し、トップアスリートの競技力向上を支援する。 

スポーツ界活性化への取り組みで、サチャインチへの注目度が増すだけでなく、

健康増進に対する新しい知見も得られる。 

 

５－４ 生涯スポーツへの貢献 

 

 第一章で現代社会における運動不足とその弊害について述べたが、健康の保持

増進として期待されるスポーツを日常生活に取り入れ、運動を楽しむために、サ

チャインチ共同体の企画部門および広報部門が中心となり、以下 3 つの事業を行

う。 

（１）スポーツの普及振興に関する企画運営 

競技人口の拡大やスポーツをしていない層を取り込むため、インターネットを

活用しコミュニティーサイトを立ち上げ、運営を行う。そこでは、スポーツの魅

力やスポーツ活動機会に関する情報を発信する。 

また、サチャインチ植物工場を中心に地方自治体と連携し、競技的なスポーツ

だけでなく、レクリエーション、軽度な負荷の運動など、スポーツを体験できる

機会を提供する。会場周辺では、自分の健康や体力の状況を把握する健康・体力

診断を行い、食事、運動など生活習慣の改善に向けた提案も行う。 

さらに、大会開催により、開催地のサチャインチ工場がある地域コミュニティ

ーの活性化にもつながり、人との交流の場などに活用でき、心の健康増進にも貢

献する。 

（２）スポーツを楽しむための環境整備 

施設や用具など物理的条件が整うことで、スポーツ人口の増加が期待できる。

都心部では空き地が減り、自由に体を動かせる場所が少なくなっているため、地

域住民が気軽に利用できるようなスポーツ施設を建設、運営し、スポーツ教室を

開催する。 

一方、豊かな自然が残る地域では、野外スポーツを楽しむため森林公園や登山
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道を整備し、心と体の健康増進に貢献する。 

（３）サチャインチ製品の普及 

 生涯に渡りスポーツを楽しむためには、怪我の予防や疲労回復に効果的な運動

後の栄養補給が不可欠である。その点、風味が豊かなサチャインチは、食材の味

を妨げることなく 1 日の食事にプラスするだけで、簡単に摂取が可能である。 

2-2 でスポーツに於ける、EPA、DHA の有用性を述べたが、約 1g/day の EPA、DHA

を継続服用することで、血液の流動性を高めるなどの効果が得られると報告され

ている 16)。ここで、ALA は 10～15%程度 EPA、DHA へ変換されることから 47)、ALA

を 6.7g/day 摂取するすなわち、サチャインチオイルを 13.4g/day(ALA50%含有)摂

取すると同等な効果が得られる。このため、サチャインチ二次製品を販売する食

品メーカーと共に、運動後の栄養補給にサチャインチ二次製品の摂取を推奨する。 

 

５－５ 子どもの体力・運動能力向上に向け 

 

英国アルスター大学の Boreham らの研究（図１１）によれば、子どもの頃の身

体活動と大人になってからの身体活動には相関関係があり、健康についても同様

に相関関係がある 48)。このため、サチャインチオイルの摂取習慣も同様に相関が

予測される。 

そこで、第一章で子どもの体力・運動能力の低下について述べたが、その改善

に向け、毎日の学校給食における栄養面のサポートや、将来の習慣に繋がる運動

の機会を提供する。 

 学校では体育、部活動、休み時間など体を動かす機会が多く、給食による栄養

補給が重要である。その点、熱に強いサチャインチオイルは、揚げ物から炒め物

さらには生食まで、幅広い調理に使用でき、給食の献立に使用される油をサチャ

インチオイルに置き換え、摂取が可能である。日本人の食事摂取基準 2015 年度

版厚生労働省よれば、ω-3 脂肪酸の 1 日の摂取推奨量は、児童・生徒男子：1.4

～2.3 g/day、児童・生徒女子：1.3～1.8 g/day である 49)。そのため、1 日の給

食でサチャインチオイルを 3.0～5.0g(ALA50%含有)摂取すると基準を満たせ、地

方自治体や給食センターの管理栄養士と連携し実現をする。 

さらに、少子化により、兄妹や近所の友達と自由に遊ぶ機会が失われているた

め、休日家族が一緒に参加できるスポーツ教室を開催し、運動の習慣に繋がる機

会を提供する。そこでは、スポーツの楽しさを伝えると共に、4-2 で述べた熱中

症予防効果があるサチャインチスポーツ飲料の普及を図る。そのため、公益財団
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法人日本学校保健会が認定を行っている学校健康支援特別食品 50)を取得し、効果

の実証と認知度を上げる必要がある。 

 

５－６ 将来展望 

 

健康増進社会の実現に向け国内での取り組みを述べてきたが、以下ではグロー

バルな視点で考える。今後の将来を担う世界の子どもたちへ、WHO や外務省と協

力し、運動の重要性を伝え、栄養補給に効果的なサチャインチオイルの摂取を促

していく。世界子供白書 2016 によれば、世界における 18 歳未満の子供の数は 22

億 6215.7 万人であり 51)、サチャインチオイルを前項で述べた基準量：子供 1 人

5.0g/day 摂取すると、約 11,000t/day の使用が見込まれ、非常に大きな市場規模

が予想される。この市場に対し、安価かつ安定的に栽培・搾油が可能な、サチャ

インチ植物工場による生産を提案することで、世界規模の健康増進の実現に貢献

したい。 

 

おわりに 

 

2025 年には団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり、本格的な少子高齢化

社会の到来が目前である。日本の年金、医療、介護に対する社会保障給付費は年々

増加しており、健康の維持、増進に向けた予防的介入は国家的に急務である。 

本稿ではスポーツを通じた心身の健康増進による、健康で活力に満ちた長寿社

会を実現させるため、サチャインチ植物工場事業を通じ様々な施策を提案した。 

本提案のサチャインチオイルは、スポーツのみならず他分野から健康増進へ貢

献が可能である。例えば、ドラックデリバリーシステムなど医療・医薬分野へ応

用が期待される金ナノ粒子の保護剤に使うことができる。 

また、サチャインチ植物工場は、サチャインチ以外の機能性油糧作物について

も応用が可能で、世界が抱える食糧問題の解決へも期待される。 

さらに、宇宙空間に於いてもサチャインチを栽培・搾油することができ、宇宙

飛行士たちの健康を栄養面でサポートすることも可能である。 

「サチャインチ共同体」による植物工場事業の成功は、やがて次なる共同体の

スタートへとつながり、油脂産業がスポーツを通じた健康増進に継続的に貢献す

ることを可能とする。それは油脂産業自身の発展にも繋がるものであり、そのよ

うな未来を期待したい。 
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http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/1

2/24/1365494_3-0214-2.pdf 2017年8月2日参照 

22）井上浩義 “からだによいオイル、健康と美容をかなえる油の教科書”  

慶應義塾大学出版 2016年 

23）マルシェ青空 “サチャインチ（インカナッツ）の種”  

http://www.marcheaozora.com/?pid=100326818 2017年7月23日参照 

24）インカの台所 “インカインチオイルについて” 

http://www.inkacocina.com/lineup/oil/p_incainchi_aboutoil.html 2017年7月23日参照 

25）びんちょうたんコム（プレマ株式会社） “インカインチ（サチャインチ）バージンオイ

ル”  https://www.binchoutan.com/incainchi.html 2017年6月12日参照 

26）Wikipedia “Plukenetia volubilis” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plukenetia_volubilis 2017年6月14日参照 

27）HuffPost “Sacha Inchi Is Supposedly The Next ‘Superfood,’ But Something’s 

Fishy” http://www.huffingtonpost.com/entry/what-is-sacha-

inchi_us_57f276cfe4b0c2407cdecd24 2017年8月19日参照 

28）Chiara Fanali, et al., J. Agric Food Chem., vol.59, 13043-13049, 2011 

29）Natalie E. Maurer, et al., Food Chemistry, vol.134, 1173-1180, 2012 

30）ビタミン広報センター “ビタミンまめ知識”   

http://www.vic-japan.gr.jp/fact&figure/e/muscle.html 2017年7月11日参照 

31）内海香奈子、萩原かおり、渡辺睦行、中津川健一、 学苑・生活科学紀要、 No.818、 19-22 

(2008・12) 

32）一般財団法人油脂工業会館 “油脂産業におけるCSR経営” 平成28年 

33）高辻正基 “図解 よくわかる植物工場” 日刊工業新聞 2010年 

34）農林水産省 “平成２５年度行政政策推進上課題解決を早急に図る必要性の高い課題（行政

課題）について” 平成25年 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/research_fund/2013/pdf/25_bessi_4.pdf  

2017年8月23日参照 

35）“月刊ビジネスアイエネコ” 日本工業新聞社 44 p.58-59 2011年 
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36）広報とやま “特集・エゴマ” 2016年2月20日号 

http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/pr/mag/160220/pages/2.html 2017年7月24日

参照 

37）株式会社農林中金総合研究所 “農中総研 調査と情報” 第51号 p.22～23 (2015) 

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/nri1511gr1.pdf 2017年7月24日参照 

38）山形県“地域農業に新技術（植物工場）を導入した事業化” 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050015/syou-energy/eco1/midori/2-

5.pdf 2017年8月2日参照 

39）平山孝、松葉隆幸、引地力男、東北農業研究 62号 59-60（2009） 

40）スメーブジャパン株式会社 “耕作放棄地における微細藻培養技術の確立と事業化方策の検

討に係る事業化可能性調査報告”http://www.smabe.co.jp/doc/smabe_MAFFreport_2011.pdf 

2017年9月13日参照  

41）“油脂 2017年8月増刊号 (2017年番油脂産業年鑑)” 幸書房 p.157-160,175-177 2017 

42）学校法人東京農業大学，日本化薬株式会社 “熱中症予防剤、3-ヒドロキシアシルCoA脱水

素酵素活性剤、及び食品” 特開2016-37498 

43）農林水産省 “次世代施設園芸の取組拡大” 

http://www.maff.go.jp/j/budget/2017/attach/pdf/index-61.pdf 2017年9月6日参照 

44）農林水産省 “強い農業づくり交付金” 

http://www.maff.go.jp/j/budget/2017/attach/pdf/index-51.pdf 2017年9月6日参照 

45）福井県生産振興課・企業誘致課 “福井県の植物工場に対する支援制度について” 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021037/kigyousannnyu/sannyuushien_d/fil/sienseido

gaiyou.pdf 2017年9月6日参照 

46）田城孝雄 内藤久士 “健康長寿のためのスポートロジー” 財団法人 放送大学教育振興

会 2015年 p.15-23 

47）北海道水産工業株式会社 “サプリメント及びその製造方法” 特開2017-2015 

48）Boreham C and Riddoch C, J Sports Sci, vol.19, 915-929, 2001 

49）厚生労働省 “日本人の食事摂取基準（2015年版）” 平成26年 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-

GantaisakukenkouzoGantais/0000041955.pdf 2017年8月16日参照 

50）公益社団法人日本学校保健会 “日本学校保健会推薦用品” 

http://www.hokenkai.or.jp/suishou/suishou_youhin.html 2017年8月27日参照 

51）日本ユニセフ協会 “世界子供白書2016” 平成27年 
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（出典：平成28年度版厚生労働白書より引用） 

図－１ 社会保障給付費の推移 

 

 

（出典：笹川スポーツ財団 “スポーツ白書2017-スポーツによるソーシャルイノベーション” より作成） 

図－２ レベル別運動・スポーツ実施状況の推移 

レベル０ 過去１年間にまったく運動・スポーツを実施しなかった

レベル１ 年１回以上、週２回未満（１～１０３回／年）

レベル２ 週２回以上（１０４回／年以上）

レベル３ 週２回以上、１回３０分以上

レベル４ 週２回以上、１回３０分以上、運動強度「ややきつい」以上
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図－３ 昭和３９年を基準値とした体力・運動能力の相対推移 

（出典：田城孝雄 内藤久士 “健康長寿のためのスポートロジー” 財団法人 放送大学教育振興会 より引用） 

※昭和39年度の記録(平均値)を「100」とし、各年度の（平均値）を相対値で表示し、図は3年ごとの移動平均値を

用いて作成 
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（出典：笹川スポーツ財団 “スポーツ白書2017-スポーツによるソーシャルイノベーション”より引用） 

図－４ 新体力テスト合計点の年次推移 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

（出典：Wikipedia “ドコサヘキサエン酸”  “エイコサペンタエン酸”  “α-リノレン酸” より作成） 

図－５ ω-3脂肪酸の構造：（１） ドコサヘキサエン酸（DHA） 、（２） エイコサペンタエン

酸（EPA）、（３） α-リノレン酸（ALA）  

（２）エイコサペンタエン酸（EPA） 

（３）α-リノレン酸（ALA） 

（１）ドコサヘキサエン酸（DHA） 
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（１）魚油輸入価格         （２）アマニ価格 

（出典：“油脂 2017年7月号” 幸書房 より引用） 

図－６ 原料油脂の価格：（１）魚油輸入価格、（２）アマニ油価格 
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（１）全体像 

 

     （２）実            （３）乾燥後の実とその種子    

（出典：マルシェ青空 “サチャインチ（インカナッツ）の種” 

http://www.marcheaozora.com/?pid=100326818 より引用） 

図－７ サチャインチ：（１）全体像 、（２）実、（３）乾燥後の実とその種子 
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（出典：高辻正基 “図解 よくわかる植物工場” 日刊工業新聞 より引用） 

図－８ 植物工場の概要 
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図－９ サチャインチ共同体 

 

 

 

 

図－１０ サチャインチ植物工場の事業化までの流れ 
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（出典：臼井永男 “運動と健康” 財団法人 放送大学教育振興会 より作成） 

図－１１ 子どもと大人における身体活動と健康との関連性 

 

 

 

 

表－１ 健康日本21における身体活動・運動に関する目標値 

（出典：笹川スポーツ財団 “スポーツ白書2017-スポーツによるソーシャルイノベーション”より引用） 

 

 

 

 

  

①日常生活における歩数の増加

20～64歳　：　男性9,000歩（7,841歩）、女性8,500歩（6,883歩）
65歳以上　：　男性7,000歩（5,628歩）、女性6,000歩（4,585歩）

②運動習慣者の割合の増加

20～64歳　：　男性36%（26.3%）、女性33%（22.9%）
65歳以上　：　男性58%（47.6%）、女性48%（37.6%）

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

47都道府県（17都道府県）

注：括弧内は2010年（①および②）、2012年（③）の数値。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康日本21（第二次）の推進に関する参考資料（2012)より作成



24 

表－２ 各植物におけるα-リノレン酸含有量 

（文部科学省 “日本食品標準成分表2015年版（七訂） 脂肪酸成分表編”  

学校法人東京農業大学，日本化薬株式会社 “特開2016-37498”  

Wikipedia “ドコサヘキサエン酸”より作成） 

 

            ※総脂肪酸100g当たり 

 

表－３ 栽培・搾油の前提条件 

 

 

表－４ 栽培・搾油に必要な規模と生産量 

 

 

植物名
α‐リノレン酸

[g/100g]

アマニ 59.5

エゴマ 61.3

サチャインチ 47.7

ナタネ 8.1

ダイズ 6.6

アサ 4.6

生産量 （1株あたり） kg/株 0.39

年間収穫回数 回/年 12

搾油効率 % 50

栽培間隔 cm 15

植付株数 1ヵ月の収穫量 kg 7,842     15,685   78,424   

栽培月数 月 1          1          1          

植付株数 株 20,000   40,000   200,000  

設置面積 1株の占有面積 m2 0          0          0          

1株の大きさ cm 15         15         15         

栽培面積 m2 450       900       4,500     

栽培段数 段 4          4          4          

1段当たりの栽培面積 m2 113       225       1,125     

共通室 m2 200       200       200       

設置面積 m2 313       425       1,325     

生産量 年生産量 t/年 94         188       941       

搾油量 年生産量 t/年 47         94         471       
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表－５ 栽培・搾油にかかるコスト計算結果 

 

   ※原料費は除いてある 

 

 

 

 

 

 

 

  

生産量 年生産kg 植物 kg/年 94,200          188,200        941,000        

年生産kg 油 kg/年 47,100          94,100          470,500        

変動費 電力料金 基本料金 基本料金単価 円/kW・月 1,890            1,890            1,890            

契約電力 kW 150              150              150              

基本料金 円/年 3,402,000      3,402,000      3,402,000      

電力量料金 夏季 電力単価 円/kWh 12               12               12               

消費電力 kWh/季 324,000        324,000        324,000        

電力量料金 円/季 3,774,600      3,774,600      3,774,600      

その他季 電力単価 円/kWh 11               11               11               

消費電力 kWh/季 972,000        972,000        972,000        

電力料金 円/季 10,400,400     10,400,400     10,400,400     

合計 円/年 17,577,000     17,577,000     17,577,000     

その他 kg当たりの単価 円/kg 10               10               10               

その他変動費 円/年 904,320        1,806,720      9,033,600      

小計 円/年 18,481,320     19,383,720     26,610,600     

労務費 kg当たりの単価 円/kg 41               41               41               

労務費 円/年 3,862,200      7,716,200      38,581,000     

搾油費 kg当たりの単価 円/kg 22               22               22               

搾油費 円/年 2,072,400      4,140,400      20,702,000     

販売費 包装費 kg当たりの単価 円/kg 10               10               10               

円/年 471,000        941,000        4,705,000      

輸送費 kg当たりの単価 円/kg 13               13               13               

円/年 596,286        1,191,306      5,956,530      

小計 円/年 1,067,286      2,132,306      10,661,530     

管理費 工場責任者 円/年 6,000,000      6,000,000      6,000,000      

販売・事務 円/年 4,000,000      4,000,000      4,000,000      

小計 円/年 10,000,000     10,000,000     10,000,000     

減価償却費 償却期間 年 7                 7                 7                 

建物 kg当たりの単価 円/kg 15               13               10               

設備費 円 10,009,692     17,600,464     65,343,040     

受電・給排水 kg当たりの単価 円/kg 6                 6                 6                 

設備費 円 4,114,656      8,220,576      41,102,880     

装置 kg当たりの単価 円/kg 53               53               53               

設備費 円 34,869,072     69,664,112     348,320,560   

設備費合計 円 48,993,420     95,485,152     454,766,480   

円/年 6,999,060      13,640,736     64,966,640     

経費合計 円/年 42,482,266     57,013,362     171,521,770   

円/kg 902              606              365              kg当たりの生産コスト



26 

表－６ n-3系脂肪酸の食事摂取基準（g / 日） 

（出典：厚生労働省 “日本人の食事摂取基準（2015年版）” より作成） 

 

 

 

性別 男性 女性

年齢等 目安量 目安量

 0～ 5   (月) 0.9 0.9

 6～11  (月) 0.8 0.8

 1～ 2  (歳) 0.7 0.8

 3～ 5  (歳) 1.3 1.1

 6～ 7  (歳) 1.4 1.3

 8～ 9  (歳) 1.7 1.4

10～11  (歳) 1.7 1.5

12～14  (歳) 2.1 1.8

15～17  (歳) 2.3 1.7

18～29  (歳) 2.0 1.6

30～49  (歳) 2.1 1.6

50～69  (歳) 2.4 2.0

70以上  (歳) 2.2 1.9

妊婦 1.8

授乳婦 1.8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       平成３０年２月２１日 
        〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-13-11 

        一 般 財 団 法 人 油 脂 工 業 会 館 

              東京０３(３２７１)４３０７（代表） 
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