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1  食用油の価格高騰   
食品関連事業者の抱える課題

サクサクのフライドポテト、カリカリのナゲット、甘い揚げ菓子な
ど、揚げ物は世界中で人気のあるフードです。揚げ物の特徴は、
その衣と独特の香りにあるといってもよく、様々な化学反応がそ
れを生み出しているのです。食材は揚げる際に油脂を吸収する
ため、おいしさを生み出すのにフライ油の質の良さは不可欠な
要素です。 

しかし現在、揚げ物を提供している企業は、特に「植物油の価格
高騰」という課題に直面しています。食用油の価格は2015年以
降過去最高値を更新し続け、2021年に入ってからは2倍、ある
いは3倍となっています。1 

ここ日本においても、2021年は食料品価格の値上げが相次ぎ
ました。世界的な原料コストの高騰を受け、大手食用油メーカー
は、4月、6月、8月、11月と、1年で4回の価格改定に踏み切りま

した。1年で価格を4 回も引き上げるのは2007年以来、14 年
ぶりのことです。業務用ユーザーは、新型コロナの影響や輸送コ
ストの高騰に加えて厳しい状況が続いています。このような背景
から、外食チェーン、大手食品工場、厨房のあるスーパーマーケッ
ト等では、揚げ油の延命方法が模索されています。 特に日本の
市場においては最終価格の値上げがむずかしいことが多く、まず
コスト削減が優先される傾向があります。 

このホワイトペーパーでは、テストーのエキスパートが、フライド
ポテト、とんかつ、天ぷらなどの揚げ物の味や香りを損なうことな
く、効率的に揚げ油を管理する方法をご紹介します。
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2  植物油の価格高騰
背景とその影響

2.1 価格推移の概要
2020年初頭、原油価格はここ数年来の低水準となりました。し
かしその後、2021年中に信じられないような価格上昇に見舞わ
れました。これは、国連食糧農業機関（FAO）が発表した「植物油
価格指数報告書」によるものです。1

図1は、2015年から2021年までの期間における、これらの油
の平均価格推移を示したものです。2021年5月に指数は平均
値175ポイントに達しました。これは、前月と比較して約8％、前
年同月と比較して約224％の上昇に相当するものです。2
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FAO(国連食糧農業機関) 植物油と穀物の世界価格指数

16年5月 17年5月 18年5月 19年5月 20年5月 21年5月

Source: FAO Price Index, AMI

大豆油、菜種油、ヤシ油の価格推移 

Source: Food Business News
図 2: 大豆油、菜種油、ヤシ油の価格推移 (May 2020年5月～ 2021年５月)4

15年5月

図 1: FAO 植物油と穀物の世界価格指数 推移 2015 ～ 2021年3
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Cent (US) per lb
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2.2 急激な価格高騰の理由
地域や油の種類によって異なる植物油に関しては、いくつかの要
因が大幅な価格上昇の原因となっています。  

北米の植物油需要を大きく占める大豆油については、米国の州
や自治体による新しいバイオディーゼル規制が需要を大きく伸
ばしています。これらは、CO2排出量削減のため、食用油からの
バイオディーゼル製造比率を高めることを義務付けています。 

これまで米国で生産された260億ポンドの大豆油の約半分は食
用に使われていたため、燃料業界の需要増の影響は、食品業界に
もはっきりと表れています。5

このような価格競争には終わりが見えません。2021年夏から
の試算が示すように、利用可能なすべての植物油をバイオディー
ゼルにのみ変換したとしても、それは米国の需要の7％を満たす
に過ぎません。5 

ヤシ油の場合、2011年2月以降、東南アジアでの生産が需要
の増加に追いついていないこともあり、価格が上昇傾向にありま
す。油脂・蛋白質植物振興組合（UFOP）によると、世界的に供給
不足が続いていることから、菜種油の価格も上昇しています。6

食用油をはじめとする原材料の高騰は、ただでさえ厳しい状
況にある食品業界を直撃しています。　新型コロナウィルス

（COVID-19）感染拡大によるサプライチェーンのボトルネック
や労働力不足は、特にガストロノミーの分野では事業者にさらな
るプレッシャーを与えています。多くのレストラン経営者は、メニ
ュー見直しや分量の調整、値上げを余儀なくされています。7

食品業界が高品質な植物油を確保するためには？　将来の価格
上昇をどのように緩和することができるのか？　この問いに対す
るグローバルな回答はまだありませんが、外食チェーン、大手食
品工場、厨房のあるスーパーマーケット等では、油の管理を最適
化し、植物油のコストを削減する取り組みが個々に展開されてい
ます。フライ油のコスト削減のための選択肢を挙げ、それぞれの
長所と短所について説明します。

2.3 食用油の管理を最適化するための取り組み
食品関連事業者が食用油の消費量を削減するためには、どのよ
うな方法があるのでしょうか。油の種類を選択することの他に、
油のライフサイクルが最も重要な数値の一つです。フライヤー
の選択と使用するフィルター方法も消費量とコストに影響しま
す。 

2.3.1 油の種類の変更
値上げへの素早い対応のひとつは、使用する食用油を変えるこ
とです。しかし、大豆油と並行して菜種油やヤシ油の価格も大き
く上昇しています。さらに、地域による味の嗜好も考慮しなけれ

ばなりません。大豆油のくせのない味はアメリカではポピュラー
ですが、他の国ではヤシ油などの強い味が好まれます。
油の種類を変えると、味の特徴も変わるため、戦略的なブレンド
で、異なる品種の利点を組み合わせることもできます。
しかしこのような味の違いは、何百、何千の異なる場所でおなじ
みの味をお客様から期待されている企業にとっては特に問題に
なります。 

製品の品質を一定に維持するためには、油の種類の変更も計画
的に行う必要があります。例えば、既存の工程が新しい油の種
類に適しているかどうかを事前にチェックする必要があります。　
また、変更に必要な労力も軽視できません。
これについては多くの油脂メーカーが新しい食用油のブレンドに
取り組んでいますので、安価な代替品に変更する際の注意点に
ついてアドバイスがもらえるでしょう。

2.3.2 酸化防止剤の使用 
第二のアプローチは、酸化防止剤を使用することです。ほとんど
の油脂メーカーが酸化防止剤入りの食用油を提供しており、揚げ
物の特性や食感への影響に関する情報を提供しています。
米国油化学者協会（AOCS）によると、合成および天然の酸化防
止剤は、食用油を熱による脂質の酸化から安定させるのに適して
いるとのことです。

カムリン・ファイン・サイエンス研究所が実施した2つの事例研
究の結果、天然抗酸化物質としてのローズマリー抽出物の効果
が確認されました。   油のサンプルは、ディープフライヤーで 
200 °C に加熱され、揚げダネとしてフライドポテトが入れられ
ました。すべてのサンプルにおいて、一次酸化生成物の含有量
は、揚げ時間または加熱時間の進行に伴い増加しました。しかし
ローズマリー抽出物を添加したオイルサンプルは、基準サンプル
よりも一次酸化生成物の含有量が少ないという結果が出ました。
このことから、酸化防止剤を添加することにより油の安定性が向
上し、寿命が延びることが示唆されました。しかし消費者が添加
物に対して敏感であることを考えると、食用油中の酸化防止剤の
レベルを上げることは、食用油の管理を最適化するための持続
可能な解決策とは言えません。 

2.3.3. 自動フライヤーの活用 
油の管理や揚げ油の交換を自動で行うフライヤーは、主に大規
模な業務用厨房やファーストフード店で使用されています。最新
の技術では、レベルセンサーと油質センサーを組み合わせること
で、新しい油の補給量や一定量の交換時期、油の総入れ替え時
期を自動的に計算します。自動フライヤーは、搭載されている機
能により製品の品質を安定させる重要な役割を担いますが、セ
ンサーシステムの導入コストやメンテナンスコストが高くつく、と
いうデメリットもあります。
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2.3.4. 揚げ油のろ過 
使用済み食用油から固形および溶解した不純物を除去するろ過
装置が販売されています。ろ過することで、油の透明度と清潔さ
をより長く保つことができます。ろ過は、食用油の寿命を大幅に
延ばし、その結果、食用油にかかる費用を削減することができま
す。10 

コスト面だけでなく、最適にろ過された油であれば、油の交換や
フライヤーの清掃に必要な労力も大幅に削減できるため、使用
中の時間の短縮にもつながります。また、適切なろ過装置により、
アクリルアミド、ポリマー、その他の極性物質などの有害な副生
成物の蓄積も防ぐことができます。11 ろ過の効果やコスト削減
効果は、装置や手法によって異なります。 

2.3.5. 食用油品質の定期的な記録 
油の寿命を延ばし、常にサクサクの揚げ物を提供するためには
他にも様々な方法があります。サンプルを外部の検査機関に送
り、定期的に品質を判定してもらうことができます。また、試験紙
や測定器を用いて、その場で食用油を検査する方法もあります。
この種の測定器は、実際の工程の中で測定が実施できるため費
用対効果が高く、実績のある技術です。得られたデータは、食用
油の交換やリフレッシュが必要な時期を把握するために使用さ
れます。

食用油の交換時期は、油の匂いや発煙など、感覚的な基準に基
づいて判断されることが多いですが、人間の感覚は標準化する
ことも再現することもできません。適切なタイミングで食用油の
交換やリフレッシュを行うためには、測定器などの客観的な方法
で油の品質を判断し、食用油の管理工程に組み込むことが重要
です。



 6

i 

3  測定による 
食用油管理の最適化

食用油のライフサイクルを延ばすためには、油の劣化を加速さ
せる要因を知ることが重要です。これには、油の成分に加えて、
製造、保管、調理中に酸素にさらされることや、揚げる時間や温度
などの外的要因も関係しています。  

3.1 酸化と油の劣化
食用油は酸素と接触するほど酸化が進みます。フライ調理の時
のような温度では酸素は油に溶けにくいにもかかわらず、揚げ物
などは油の中の酸素濃度を高めてしまいます。また、フライ調理
の際に揚げ油が泡立つと、油の表面積が増えるため、酸素の吸収
が促進されます。また、遊離脂肪酸（FFA）も酸化を促進させま
す。もう一つの影響要因は、調理温度です。温度管理をせずに限
界値を超えると、油の腐敗が早くなります。酸化が進むと、揚げ油
の寿命が短くなり、やがて揚げ物の品質が低下します。12

一般的に、フライ調理用の油は、長く使えば使うほど劣化してい
き、油の品質が揚げ物の品質に大きく影響すると言われていま
す。効果的な食用油の管理については、さまざまなアプローチが
あります。例えば、使用済みの油の一部を定期的に新しい油に交
換し、化学分解物の濃度を下げることが一般的です。これにより、
長期間にわたって品質を維持することができます。特に食品の味

を一定にすることが重要な企業では、油のリフレッシュを行うこ
とが多いのです。多くの企業では、法規制で定められた使用限界
を確認した後、すべての油を交換しています。ここで注意しなけ
ればならないのは、完全に新しい油ではおいしい揚げ物ができな
い、ということです。最高においしい揚げ物を作るには、少し使用
した油が必要です。
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フライ調理の工程で、油の成分はどのように変化するのでしょうか？

揚げ物をしている間、多くの複雑な化学反応が同時に起こります。加水分解、酸化、重合、脂質の分
解、その他の熱反応など、数多くの好ましくない化合物の生成につながります。油のトリグリセライ
ドのエステル化合物が分解され、遊離脂肪酸、モノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、グ
リセロールなど多くの分解生成物が形成されます。これらの化合物は、油に元々含まれているトリグ
リセライドよりも極性が高く、分子量が小さいです。遊離脂肪酸は通常揮発性であり、さらに分解し
て他の成分を形成するために反応することがあります。脂肪の酸化分解や熱分解の際に生成され
る揮発性化合物には、飽和および不飽和アルデヒド、ケトン、炭化水素、ラクトン、アルコール、酸、エ
ステル、フランおよび芳香族化合物が含まれます。これらの分解物の含有量は、調理が進むにつれ
て増加し、油の品質に影響を与えます。
これらは油の粘度を高め、熱伝導を悪くし、油の発煙点を下げ、揚げ物の油吸収を増加させます。ま
た、油の色や揚げ物の味、栄養価にも悪影響を及ぼします。9
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各国の揚げ油の廃油基準

ベルギー*

ブラジル

チリ

中国

ドイツ

フランス*

インド

イタリア

日本

オランダ*

マレーシア

オーストリア*

ポーランド

ポルトガル*

スイス*

スペイン*

南アフリカ

チェコ

トルコ

ハンガリー*

米国

25%

25%

25%

27%

24%

25%

25%

25%

27%

25%

27%

25%

25%

27%

25%

25%

25%

25%

25%

1.25%

1.00%

1.00%

AV 2.5 / 3.0 

2.25%

1.25%

2.50%

2.00%

国　名 極性化合物
(TPM / PC)

遊離脂肪酸(FFA)
酸価(AV) 
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表 1: 国別 TPM / FFA 制限値15, 16, 17, 18

* 法規制により基準値が定まっている国

3.2 極性化合物の測定
油の交換時期を適切に選ぶには、食用油の品質を定期的に測定
することが必要です。
先に述べたように、油の色、香り、味といった主観的な品質指標に
頼るのは十分ではありません。また、時間の経過とともにできる
泡は、揚げ物の品質と相関がありません。
食用油を評価するために、極性化合物（TPM、PC）という測定パ
ラメータが定着してきました。12 
TPM (PC%) は、油に含まれる極性化合物の総割合を表しま
す。現場で直接、適切な測定器を用いてTPM測定を行うことは、
食用油の累積劣化を評価するための最も広く認知された方法の
一つです。
つまり、食用油の品質を評価する方法として最も広く認知されて
います。極性物質の含有量は、 % を用いて示されます。油に含
まれる非極性のトリグリセライドは、フライ中に極性化合物に変
換されます。極性化合物とは、遊離脂肪酸、低分子分解物、重合
物など劣化による生成物を指します。14  

3.3 法的指針および規制値
TPM (PC%) は、食用油に含まれる極性化合物と非極性化合物
の定量的な割合に関する情報を提供するものです。極性化合物
は優れた指標の一つであるため、ヨーロッパではもっとも一般的
な劣化指標となっています。

その結果、ヨーロッパのいくつかの国では、食用油の使用限界を
TPMを用いて規定しており、その値は24%から27%となって
います。米国やオーストラリアでは、TPMによる使用限界は設定
されていませんが、多くの企業で社内基準として採用されてい
ます。

多くの国では、TPM値に加えて、油の品質を判断するための
遊離脂肪酸(FFA)または酸価(AV)に関する法的ガイドライン
が定められています。FFAやAVは油の加水分解の度合いを
判断するのに使用することができます。しかしながら、FFA
は揮発性であり、フライ中に素早く蒸発するため、このパラ
メータは脂肪の劣化の一部を示すものの、フライ工程による
変化の総体を累積的に示すことはできません。カムリン・フ
ァイン・サイエンス研究所で行われた食用油の研究では、油
の品質に関する様々な指標を測定し、比較しました。その結
果、FFAは、食用油の熱によるダメージと劣化を示す不正確
な指標に過ぎないという結論に達しました。法規制によって
FFAが定められている場合、FFAに加えてTPMを測定する
ことは理にかなっています。
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図 3: 食用油のライフサイクル

1 – 14% TPM 22% TPM以上14 – 22% 

a b c d e

未使用の 
新しい食用油

極性化合物 
の増加

揚げ油の 
最適な状態

揚げ油の 
劣化

極性化合物が 
高く使用不可

TPMを用いる大きなメリットは、加熱中の油に使用でき、さらに
詳細に測定できることです。そのため、最適な揚がり具合に調整
し、正確に油の廃棄時期を把握し、使用量を節約することができ
ます。生油のTPM値は、種類によって異なります。例えば、ヤシ
油は脂肪酸の構成により、菜種油よりもTPM開始値が高くなり
ます。極性成分が14%から20%の間で最も良い調理結果が得
られます（図3 参照）。定期的な測定により、古い油と新しい油を
混合することで、この最適な範囲を維持することができます。

その結果、油の消費量を削減しながら、揚げ物の味やサクサク感
などの品質を維持することができます。
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4  結論: 食用油の管理最適化のための 
具体的アプローチ 

4.1 示された対応策の評価
2021年の食用油の大幅な価格高騰により、食品関連事業者は
フライ製品・調理油の取り扱いを見直す必要に迫られています。
食用油の管理を最適化するためには、いくつかの異なるアプロ
ーチを組み合わせることが有効であることが証明されています。
特に、ろ過装置の導入と劣化指標の測定は、効果的で費用対効
果の高いアプローチであり、企業は油の消費量とコストを削減し
ながら、常においしい製品を提供することが可能になるのです。
一方、油の変更、酸化防止剤の使用、自動フライヤーへの投資な
どの追加的な措置が効果的かどうか、よく検討する必要があり
ます。

油のライフサイクルを最適化することは、植物油のコスト上昇と
いう問題に対する適切かつ効率的な対応策です。
 
これは油の量を減らすだけでなく、使用済みの揚げ油をリサイク
ル回路に導入する可能性を開くものです。これにより、人間の食
用に適さなくなった植物油を、燃料産業などで再利用することが
可能になります。このように最適化されたライフサイクルは、サ
ステナビリティのパフォーマンスに好影響を与えるだけでなく、
植物油の価格上昇を恒久的に緩和する可能性があるのです。

4.2 TestoのTPM測定技術で油の管理を最適化
食用油の品質をスピーディかつ効率的に記録するため、テストー
は、食品業界向けに開発された食用油テスターtesto 270を提
供しています。
testo 270 に採用されているTPMセンサは、HACCP品質管
理システム testo Saveris Food においても選択することが
できます。また、TPMの校正・調整のためのオイルを用いること
で、測定器・センサを確実に管理することが可能です。
TPMを用いることで、揚げ油の劣化の経時変化を迅速かつ簡単
に測定することができます。品質測定の決定的な利点は、より効
率的に使用できることです。
油の定期的な測定により、お客様が食用油を交換する時期が早
すぎたり遅すぎたりすることを防ぐことができます。テストーの
TPM測定器ユーザーは、揚げ物の品質を向上させると同時に、
油にかかるコストを最大20%削減することにも成功していま
す。

4.3 応用例: 外食チェーン店の企業がどれだけ節約できるか
650店舗以上を展開するファーストフードチェーンの事例を紹
介し、TPM測定によるコスト削減の可能性を説明します。データ
は2021年5月時点のものです。
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22.7%
TPM測定の導入によって節約で
きた油の消費量

 ¥120,900
１店舗あたりの平均コスト

(1カ月) 
*食用油¥172.9/ℓ

ファーストフードチェーンの
使用例：

700 ℓ  
食用油

食用油の 
平均使用量(1カ月)

4回
１月あたりの油の交換頻度 

（定期的なリフレッシュも実施） 
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このファーストフードチェーンのお客様は、テストーの測定器を
導入するまで、1店舗あたり年間145万円を食用油に費やして
いました。

定期的なTPM測定を導入することで、油のリフレッシュや交換の
最適なタイミングを把握することができ、その結果、1店舗あた
り年間30万円以上のコストを削減することに成功しました。

それに加えて、揚げ物の品質を標準化することで、顧客満足度の
向上にもつながりました。

4.4 次のステップ
テストーは、15 年以上にわたって TPM 測定技術の研究開発
を行い、それ以来、この技術を継続的に発展させています。この
測定技術の信頼性と客観性は、食用油の品質を現場で判定する
ためのデファクトスタンダード(事実上の業界標準)を確立してい
ます。テストーのエキスパートは、常に改善を目指し、食用油メー
カーと密接に協力し、お客様がTPM測定により最適な食用油の
管理ができる製品を提供しています。

食用油テスターによる測定を導入して、効率的な管理と継続的
なコスト削減を目指しましょう。テストーのホームページでは、現
在の油の消費量とコストを入力することで、削減できるコストを
計算することができます！

製品に関する詳細はホームページををご覧ください。 

コスト計算はこちらから

お問い合わせはこちらから
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https://www.testo.com/ja-JP/products/products_cooking_oil_tester_roi
https://www.testo.com/ja-JP/request/contact_request_form?param_page=products_cooking_oil_tester_roi&param_product=Analytics_oil
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 現地法人および関連会社
 パートナーネットワーク

Testo SE ＆Co.KGaA

Testo（Testo SE & Co.KGaA) は、ドイツのシュヴァルツヴ
ァルト（Schwarzwald/黒い森)のティティゼー-ノイシュタット
(Titisee-Neustadt)に本社を置き、ポータブルおよび固定測
定ソリューションの環境計測器のメーカーとして、この分野での
世界のマーケットリーダーです。現地法人、グループ子会社およ
び地域総代理店は、世界96か国でビジネスを展開しており
3,000人を超える従業員が研究開発、製造、販売などに従事し
ています。 

Testoは、高精度の環境計測器とデータ管理のソリューションを
提案することにより、省エネルギー・安全管理・環境保全・フード&
ヘルスケアなどの幅広い分野で、高い評価を受けてまいりまし
た。食品分野では、Testoの測定器とモニタリングシステムが数
十年にわたりその実力を証明しており、フードサービス、スーパ
ーマーケット、食品関連事業者の標準装備品となっています。

株式会社テストー

株式会社テストーはTestoの日本法人として設立されました。 
横浜に本社、営業拠点、サービスセンターを設け、テストー製品
の国内販売から校正試験、測定器の修理やメンテナンスなどを
行っています。




