
ビーガンって幸せなの？やせ我慢なのでは？ 

伊勢です、 

デンマーク気候変動セミナーは 
ご覧頂きましたか？ 

デンマーク気候変動編： 
https://youtu.be/1AWOiX09DSc 

確認後のアンケート： 
https://docs.google.com/forms/d/
14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI 

・・・・・・・・・ 

気候変動対策として 
ビーガンを推進しよう、 

という流れがデンマークで 
起きています。 

これについて、 

ご質問を頂きました。 

------------------------------------ 

近い将来、長い歴史のある養豚業を完全になくす。 

との事でしたが、最近はビーガンという名前の 
ベジタリアン方式に国民全員が食生活を 
変えるのでしょうか？ 

もしその場合、必須である大量の脂質は 
何から摂取するのでしょうか？ 

植物油で摂取の場合、熱を加えることで 
ほとんどの植物油から危険なトランス脂肪酸が出ます。 

https://youtu.be/1AWOiX09DSc
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI


さらに元々の人間の身体は草食用に 
作られていないので、どちらかというと 
肉食及び脂質がエネルギー源です。 

特に脳は60％以上、その他の細胞も脂質で 
構成されているため、草食生活では子供の 
脳の発達への影響が大きく出るような気がします。 

しかしもし栄養学、生物学の見地から、 
私の知らない最新の情報が何かあれば 
ぜひ教えていただければ幸甚です。 

------------------------------------ 

まず、最初に、 

「ビーガンの時代は来るのか？」 

ということについてです。 

正直、 

「食べ物ぐらい、食べたいものを 
食べさせろ～！」 

という人も多いはずです。 

私もその一人です。 

テロリストに捕まって、 

「幸せとは食べることである」 

と「言え！」「言いなさい！」 

「言わないとお尻ペンペンよ！」 

と、脅されたら、 
躊躇なく大声で叫べます。 

なんなら、自分から、 

「常にマンプクがオレのポリシー！生きる道！」 



と、叫べます。 

しかしです。 

しかしながら、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
全ての車がEV化するように 
全ての食事はビーガン化していく 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というのは、避けられないと 
思っています。 

特に、肉です。 

肉に関しては、ベジミートに 
シフトしていくと予測しています。 

今の日本だと抵抗を受けますが、 

本音を言えば、 

「肉を食べるなんて野蛮人」 

と、思われる日も、そう遠くないと 
予測しています。 

あまり言うと、嫌われそうですが 
私の予測する未来では、 

かなりの人がビーガン化しています。 

今は信じられないかもしれませんが、 
おそらく、未来はそこにあります。 

これが、今回の話の大前提です。 

それで、頂いたご質問に関してですが、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

必須である大量の脂質は 
何から摂取するのでしょうか？ 

植物油で摂取の場合、熱を加えることで 
ほとんどの植物油から危険なトランス脂肪酸が出ます。 

さらに元々の人間の身体は草食用に 
作られていないので、どちらかというと 
肉食及び脂質がエネルギー源です。 

特に脳は60％以上、その他の細胞も脂質で 
構成されているため、草食生活では子供の 
脳の発達への影響が大きく出るような気がします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というのはおっしゃる通りです。 

「脂質が人間に必要」 

というのは間違いがありません。 

しかし、 

しかしです。 

知らない人もいるかもしれないのですが 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
一般的な豚さんや牛さんの油を 
とることは、健康に悪いです。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ガン、肥満、などの 
成人病の元になります。 

（それよりも、孤独の方が 
1000倍、健康に悪いですが。。 
同じ条件なら、ということです。） 

美味しいので、食べますが、 



質問のように、健康という意味で言えば 
普通に売られている豚さんと牛さんの脂は 
かなり悪いです。 

では、普通に売られていない牛さんや 
豚さんというのが何かと言えば、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
動物の脂肪で健康に良いのは、 
グラスフェッドビーフ（牧草牛） 
グラスフェッドポーク（牧草豚）です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

牧草牛とは、草をむしゃむしゃ 
だべている牛さんです。 

牧草豚さんも同様です。 

オーストラリアなどは、ほぼ100% 
グラスフェッドビーフです。 

が、 

日本は、違います。 

一般の家畜は、とうもろこしや 
小麦、大麦などの穀物を 
食べさせられています。 

場合によっては、 

そこに肉骨粉を入れているので 
共食いになっています。 

なぜ、穀物の飼料を与えるのか？ 

ですが、 

その方が太って、 
肉に甘みが出るからです。 

美味しいのです。 



よだれが出るほど美味しいのです。 

そして、牧草よりも安いのです。 

激安なのです。 

しかし、これが、問題です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ、牧草牛は良くて 
普通の牛さんと豚さんはダメなのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

グラスフェッドビーフは、 

オメガ3とオメガ6の比率が 
１：１の比率になっています。 

これが健康に良い油の比率です。 

しかし、穀物を食べている一般の家畜は、 

オメガ３が１に対して 
オメガ６が、8～10に 
なっています。 

シックスが多すぎて 
非常にバランスが悪いのです。 

この崩れたバランス状態が、 
肥満や、成人病を引き起こします。 

牛さんに罪はありません。 

人間が勝手に、健康に悪い牛と豚を 
育てているだけです。 

そして、 

美味しいから、 
安いから、 
大きくなるから、 



と、そういう育て方をした結果、 

しっぺ返しで、病気が増えているのです。 

これを、世間では、 
自業自得と言います。 

肉を食べるようになったから 
肥満が増えたのではありません。 

油のバランスが崩れた肉を 
食べるようになったから 
肥満と病気が増えているのです。 

なので、 

普通に売っている牛や豚を食べて 
油をたくさんとっても健康にはならないので 
お気をつけください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
では、何を食べれば良いのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

についです。 

最もおすすめなのは、 
アザラシの生肉です。 

エスキモーは、寒い土地に住んでいるので 
野菜を食べる事ができません。 

通常、生野菜を食べられないと 
ビタミン不足で脚気になります。 

しかし、不思議なことに 
エスキモーで、脚気になる人は 
いませんでした。 

ところが、西洋人が来てから 
みんな脚気になりました。 



なぜなら、 

アザラシの肉を、 
焼いて食べるようになったからです。 

すると、ビタミン不足で脚気になって 
しまったのです。 

生のアザラシには、全てのビタミン、 
そして、厚い皮下脂肪には 
オメガ３とオメガ６のバランスが良い 
油がありました。 

なので、生アザラシだけを 
食べていれば栄養素としては 
足りていたのです。 

とはいえ、、 

アザラシは食べられないし、 

生ならますます食べる機会はありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
では、良質な油をどのようにとるか 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ですが、 

///////////////////////////////// 

グラスフェッドビーフ、ラム（牧草牛、羊） 

///////////////////////////////// 

この辺りは、手に入ります。 

友人は、カンガルーの肉を食べていましたが 
カンガルーもOKです。 

固くて、歯が折れそうだと言っていましたが。 



////////////////////////// 

グラスフェッドビーフのバター 

////////////////////////// 

バターもグラスフェッドのバターであれば 
油の比率も良いです。 

良質な油をとれます。 

一時は、コーヒーに牧草バターを 
溶かして、ココナッツオイルを入れて 
飲むのが流行りましたね。 

/////////// 

ギー 

/////////// 

ギーというのは、ヤギのミルクのバターです。 
これも、油の成分のバランスが良いです。 

ヤギさんは、草と手紙しか 
食べないので。 

//////////////////// 

フィッシュオイル 

//////////////////// 

魚の油です。 

基本的に肉よりも魚の脂肪の方が 
栄養素としては優れています。 

サケ、マグロ、マス、サンマ、ブリ、イワシ 
などは脂肪分が多いです。 

青魚には、脳に良いDHAも含まています。 



甲殻類にも含まれます。 

しかし、大きな魚は 
水銀の問題があるので 
そこは少し気をつけます。 

//////////////////// 

・しそ油 
・亜麻仁油（フレックスシードオイル） 
・エゴマ油 

//////////////////// 

オメガ３兄弟と 
呼んでもいいと思います。 

スリーが豊富です。 

ポイントは、熱を入れずに食べます。 

ドレッシングに使ってもいいですし 
そのまま、木のスプーンでごくごく 
飲んでもいいです。 

ただし、亜麻仁油は、 
男性は避けたほうがいいです。 

日本では情報が出回っていませんが、 
前立腺がんになる可能性が高くなります。 

前立腺がんにはなりたくないので 
避けています。 

・・・・・・・ 

現代人は、オメガ６優位の 
食事になっています。 

外食や、外で売っている食品は 
オメガ6祭りです。 



サラダ油を家で使ったり 
揚げ物をしたりしても同様です。 

比率を一対一にするためにも、 
オメガ３をとる事が 
推奨されています。 

面倒な場合は、オメガ3,6,9が 
バランス良く入ったサプリメントも 
販売されています。 

そして、 

ようやっと本題です。 

//////////////////// 

ビーガンの場合にはどのように 
油をとるのか？ 

//////////////////// 

ビーガンの場合は、 

・亜麻仁、ゴマ、シソ、エゴマ油などから 
オメガ3をとります。 

・オメガ６は、サラダ油など一般の調理で 
使われるものに含まれています。 

・オリーブオイル、ココナッツオイルも良いです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
油だけじゃない、プロテインはどうする？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

肉や魚や卵を食べずに 
タンパク質をどうとるのか？ 

です。 

タンパク質がないと 



ぱっさぱさになります。 

ぱっさぱさのカッスカスになります。 

これについては、 

植物性プロテインでも 
十分にタンパク質を 
とることはできます。 

ゴリラをみると草食ですが 
世界一のキン肉マンです。 

ムキムキです。 

あの厚い胸板をドコドコ叩く姿に 
うっとりとした女性も多いと聞きます。 

草だけ食べて、あの胸板です。 

カンガルーも、半端ない筋肉です。 

殴られたら、骨が折れますし、 
蹴られても、骨が折れます。 

それは、さておき、 
タンパク質が豊富なビーガン食です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
オートミール 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

は、タンパク質が豊富です。 

食物繊維も豊富です。 

朝食べるのがいいですね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ヘンププロテイン 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

を飲むのも良いです。 



ムキムキにはなりませんが 
しっかり吸収されます。 

＝＝＝＝＝＝＝ 
イエローピー 
＝＝＝＝＝＝＝ 

イエローピーもタンパク豊富です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
大豆やおからなどの 
ベジミート 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

も食べやすいです。 

植物性タンパク質の方が、 
動物性より吸収も良く 
もたれないので 
切り替えてみると悪くないのです。 

動物性は消化にもパワーが 
かかるように感じます。 

また、乳製品は、 
牛の子供が飲むものなので 
牛さんも無念です。 

そして、カゼインが血管に入って 
ウイルスがそこに隠れてしまうと 
免疫細胞が攻撃できません。 

免疫細胞さんが 

「タンパク質が流れてきたな、よしよし」 

と、うなずいて見送っている影で 
隠れたウイルスが 

「うっしっしー、ぱぴぷぺぼー」 

と、ニタリとほくそ笑んでいるのです。 



それは、とにかく、 
私もベジミートを家で食べています。 

なんとなく、 

イケてる気分を味わいながら 
食べています。 

食べていますがベジミートのガパオなどは 
かなり美味しいと感じています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
とても良いご質問でした 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というのも、 

事実として、 

ビーガンの人で、油不足、タンパク不足の人は 
とても多いです。 

ビーガンの人のお肌がしわしわで 
血色が悪いケースも多いです。 

ご質問の通りです。 

知識なく、ビーガンになると 
気分だけキレイになって 
実際の体はボロボロになります。 

なので、 

ビーガンが流行る前に 
情報をお伝えしようと思いました。 

ただ、繰り返しになりますが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
動物性のものを食べない 
流れは止まらない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



と、私は考えています。 

今は、魚も卵もたくさん食べます。 

毎日食べています。 

ただ、そういう流れは 
止まらないだろうなと 
予感しています。 

今は信じられないかもしれませんが 
10年～20年後には、間違いなく 
当たり前の事になっています。 

というのも、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
北欧というのは、常に変化が 
一番最初に訪れる場所 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

だからです。 

古くは、ポルノ解禁もそうです。 

オープンな性の開放も北欧からでした。 

女性の社会進出、 
LGBTQもそうです。 

行けばわかりますが、 
トイレは、男女同じです。 

運動会の徒競走は、男女一緒に走ります。 

日本もしばらくしたらそうなります。 

順番としては、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
まず、北欧。 
次に、アメリカのアッパー層 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という流れです。 

カルチャーに関しては 
北欧の10年遅れでアメリカの 
アッパー層、 

その20年遅れで日本、 

というぐらいの感じです。 

アメリカのLAや、サンフランシスコでも 
皆、サラダばかり食べています。 

そして、 

サラダに、CBDオイル入の 
ドレッシングがかかっています。 

ただ、肉は食べている人も多いです。 

しかし、年々、肉や卵、乳製品を 
食べない人が増えています。 

なので、 

このトレンドは、止まらないなと 
思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
では、この変化はなぜ起きているのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ですが、 

幸せのベースが、健康だからです。 

幸せを分解すると、 



・健康 
・食事 
・運動 
・家族 
・お金 

という事かなと思います。 

健康も、食事も、運動も、家族も 

世界のアッパー層が大事に 
しているものです。 

これありきで、毎日の生活があります。 

健康と食事は直結していますから 
やはり体に良いものを食べるようになります。 

現代社会というのは、 

ストレスフルです。 

もう、そこを、アメリカのアッパー層は 
認めています。 

なので、 

ストレスフルで、普通にしていたら 
病気になる、という前提があります。 

だから、 

・健康 
・食事 
・運動 
・家族 

そして、 

・お金 

に意識を配りながら、 



元気にポジティブに毎日を 
生きようとしています。 

少しでいいので、 

食事と運動から、挑戦してみましょう。 

本当にすっきりとした状態で 
毎日、楽しく過ごせます。 

マジで、 

運動と食事から人生は 
変わると思っています。 

それでは、 

まだ、ビデオを見ていない人は 
こちらからどうぞ。 

デンマーク気候変動編： 
https://youtu.be/1AWOiX09DSc 

確認後のアンケート： 
https://docs.google.com/forms/d/
14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI 

また、メールします。 

伊勢隆一郎 

https://youtu.be/1AWOiX09DSc
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI

