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Ultra-processed food linked to cancer risk 

ｈ 

shed light on  光を当てる 

ready-to-eat  加工食品 

ingredient  成分 

preservation  保存料 

enhancer  増強剤 

《Vocabulary and Phrase》                           

超加工食品を食べる上でのリスクが、より注目を浴びるようになってきている// 

最近の研究によって明かされたのは、ソーセージや冷凍ピザ、インスタント食品、

ソーダ、ケーキのようなものを食べることは/ 癌や心臓病になる確率を上げ、早

死にする可能性まで高めてしまうという事// 加工食品というのは、工場などで作

られた商品をも含み/ それらの商品の多くは実験室などで生成された材料によっ

て作られている// これらの商品には、防腐剤や調味料、着色料や脂肪分が含

まれている// 今回の研究は、アメリカで 20万人以上の被験者を対象とし、28

年以上のスパンで行われた// 研究者のファン・ファン・ザング博士が言うには、た

くさんの加工食品を食べる男性は/ 大腸癌になる確率が 29％高い// 私たち

は加工食品を食べることが多くなってきている// WHOは、これらの加工食品は

アメリカの子供たちや中高生の食生活の三分の二を占めるほどであると、発表し

ている// ザング博士が言うには、加工食品を食べた子供の方が早く増量した/ 

より栄養素の高いバランスのいい食生活を送った子供たちより// 彼女が言うに

は、「アメリカ人の多くは日々のカロリーを加工食品から摂取している」// 彼女

は、どのように食生活を見直し健康に気を使えるかアドバイスを送った// 彼女は

言った「私たちの食事において超加工食品を取り換えることを考えるべきだと/ 

未加工や最小限に加工されたものと/ ガン、肥満、心臓血管などの病気を防ぐ

ために」// 

Further light has been shed on the possible dangers/ of eating ultra-

processed food. // A new study has revealed that consuming food such 

as sausages, frozen pizza, ready-to-eat meals, sodas and cakes/ can 

increase the risk of cancer, heart disease or an earlier death.// Ultra-

processed food includes products made in factories/ from ingredients 

that are largely or entirely made in a laboratory.// They are added with 

things like preservatives, flavor enhancers, colorings, sugar and 

fats.// The research was conducted on over 200,000 people in the USA 

over a 28-year period.// Researcher Dr. Fang Fang Zhang said men 

who ate a lot of ultra-processed food/ had a 29 per cent higher risk of 

developing bowel cancer.// Ultra-processed foods make up a growing 

proportion of the food we eat.// The WHO says they account for 

around two-thirds of calories/ in the diets of American children and 

teenagers.// Dr. Zhang said children who ate ultra-processed food 

gained weight more quickly/ than those who ate a more nutritious and 

well balanced diet.// She said: "Americans consume a large percentage 

of their daily calories from ultra-processed foods."// She gave advice 

on how people can look after their bodies better through their diets. // 

She said: "We should consider substituting ultra-processed foods/ 

with unprocessed or minimally processed foods in our diet/ for cancer 

prevention and for the prevention of obesity and cardiovascular 

diseases."// 

《Linking Logic》 
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