「今さら聞けない」
「ちょっと気になる」
…
食についての基本のキを、毎月1回紹介します。

パルシステム東京のホームページでも公開
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遺伝子操作の新しい技術 ゲノム編集 でつくられた
作 物や家 畜などが、安全性審査なし 表示なし で
販売されようとしています。

「ゲノム編集技術」
は夢の技術？？

FOOD
NAVIGATER

ここ切って

大丈夫
だって︒
自然でも
起こってる
から

なんか︑
やばくね

はいはい

ゲノム編集

2019 年 7 月22日 発行

中国で
された双子が生まれたとい
「ゲノム編集」

うニュースが話題になりましたが、その「ゲノム編集
ほんと〜？
技術」
でつくられた食品が、この夏、食卓にのぼろう
としています。
「ゲノム編集技術」
は、
「ガイドRNA」
に案内をさせ
て特定の遺伝子を破壊する技術です
（別の遺伝子と
入れ換えることもできます）。ねらった遺伝子だけを
操作できると、メリットばかり宣伝されていますが、
本当でしょうか？

大丈夫 ！

vol.100

不安いっぱいの「ゲノム編集技術」

ここも切って

はいはい

１２
３４
あれ︑
ちょっと
違った
ような⁝

そこの人︑
責任とれるの？

「ゲノム編集食品」が無審査・無表示で流通？
ゲノム編集は野放しに

任意で
届けてください

表示は消費者委員会で検討中ですが、表示を義務付けない可能性が高くなって
います。このままでは、安全性の審査もなく、表示もない「ゲノム編集食品」が、食
卓にのぼることになってしまいます。この夏にも流通するとも報道されています。

ゲノム編集で実用化または研究されている食品の例
血圧の上昇を
抑えるトマト

アレルギーに
ならない米

「結論が先にありき」の審議は米国のため？

筋肉の多い
牛や豚

育ちが早く
大きな魚

米国ではゲノム編集食品を規制も表示もしないことになっていて、すでにゲノ
ム編集技術で作られた大豆が流通しています。日本でゲノム編集作物などの規
制検討が拙速に行なわれ、規制されないことになったのは、米国のゲノム編集食
品を輸入するため、という見方もあります。

商品

Q＆

A

Q
A

▲オフターゲット作用などの想定外の遺伝子変化
⎫
▲複雑な遺伝子の働きの撹乱（別の遺伝子への影響） ⎬→ 想定外の
有害作用？
▲遺伝子操作の過程で遺伝子が傷つくおそれ
⎭
▲遺伝子に跡が残らないことがある
→ 今のところ検査方法がない
⎫
▲家畜の発ガン増加
⎬→ 生命倫理的問題
▲人間の都合による生命操作、人受精卵への応用
⎭
▲軍事転用など悪用の恐れ
（農業生産への影響や生物兵器）

ゲノム編集食品の規制と表示を求める
署名にご協力を！
すべてのゲノム編集食品の
環境影響評価、食品安全審査、
表示の義務付けを求める署名
に取り組みます。ご協力をお願
いいたします。

表示もなしに流通？

芽に毒素を
つくらない
ジャガイモ

ゲノム編集の主な問題点

署名を
お願いします

環境省と厚生労働省は、遺伝子組み
換えに該当しないゲノム編集作物等は規
制の対象とせず、環境影響も安全性も審
査しないで流通を認めることを決めまし
た。届出を指導するといいますが、届出
は任意（事業者の自由）
とされました。

能性があるなど、不安なことがたくさんあります。
「遺伝子の破壊は自然界の突然変異でも起こって
いる」
「従来の育種技術と変わらない」
などといわれ
ますが、不正確な説明で安全の根拠にはなりません。

今︑声をあ
げ
な
い
と
野放しになっちゃ
う

企業秘密が
あるから考えて
おきまーす

遺伝子組み換え
より安全ですヨ

遺伝子組み換えも
安全って言ってたよね

実際には、似た配列の遺伝子を間違って破壊して
しまう
がひんぱんに起こる可
「オフターゲット作用」

要 請 事 項

１．ゲノム編集技術でつくられた作物・家畜・魚類等のすべてに
ついて、環境影響評価を義務付けること
２．ゲノム編集技術でつくられた作物等のすべてについて、食
品安全性審査を義務付けること
３．ゲノム編集技術でつくられた作物等及びこれを原料とする
食品について、表示を義務付けること

7 月 29 日（月）〜8 月 2 日（金）
8 月 5 日（月）〜8 月 23 日（金）

配付
回収

○署名の面を内側にして折り曲げ、生協にもどす通い箱に入れて、配送担
当者にご提出ください。
○パルシステムのホームページからオンラインで署名していただけるよう、
準備中です
（紙の署名と重複して署名はできません）。

テレビでフッ素入り歯磨きが取り上げられていたけど、パルシステムでは扱いがないの？
フッ素入り歯磨きの安全性については専門家の間で議論があり、パルシステムでは
「余分なものは入れない」
商品づくりの方針
から取り扱いをしていません。

食べものナビゲーター（食ナビ）では、ご感想、商品に関するご意見・ご質問をお待ちしております。shoku-navi@pal.or.jp まで。
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飲んでよし、料理によし、スイー
ツによし…栄養価が高く、日本
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人に不足しがちなカルシウムや
ミネラルなども補給できる牛乳。
給食がない大人は、牛乳を飲ま
なくなるという調査結果もあり
ます。食欲が落ちる夏にこそ、
しっかり活用して酷暑を乗り切

牛乳で酷暑を乗り切る
暑さがうれしい！
冷たい牛乳スイーツ
いつもは飲んでいる牛乳を、今日は
おしゃれに、おいしく楽しみましょう。

りましょう。

今さら
だけど…

Q
だいどこログ

A

検索

ココナッツ
キューブアイス
粒あんやフルーツ
で彩る、一 口サイ
ズの夏スイーツ

Q
果物と野菜の
スムージー

ミルクかん

A

「ポリ袋に入れてもむ」か
「すりお ろ す」だ け。ミキ
サーを使わず手軽に

寒天で固めた素
朴なおやつ

パルシステムの牛乳

ふるさとはどんなところ？

ここが知りたい

パルシステムの牛乳の消費期限が短いのはなぜ？
一般的な牛乳より低い温度で殺菌しているためです。
牛乳生産量の 90% 以上を占める超高温殺菌（120〜150℃）の牛乳は、生乳に
含まれる菌のほとんどを死滅させます。また、生乳を消費地近くの工場まで運
んで殺菌・パックできるため、期限は長くなります。
一方、パルシステムの牛乳は、生乳本来のサラッとした味わいを大切にするため、
低い温度
（65〜75℃）
で殺菌します。生菌数の少な
い良質な生乳を、新鮮なうちに産地に近い工場で
殺菌・パック。その後の輸送時間などで、消費期限
は4日
（酪農家の牛乳は5日）
になっています。

牛乳って太りそうだけど…。
牛乳コップ 1 杯は138kcal。成人が 1日に必要な
エネルギー量のわずか7% 程度です。
不足しがちなカルシウムを吸収されやすい形で含むほ
か、たんぱく質、脂質、炭水化物の 3 大栄養素や、ビ
タミンB 群、ミネラルなども豊富です。子どもはもち
ろん、大人にも積極的に摂ってもらいたい飲み物です。

こんせん 72 牛乳（北海道）
【産地】生乳の質は北海道でもトップク
ラスの根釧地区。涼しい気候で
病害虫の発生が少ないため、牧
草への農薬散布も少ない。

いわて奥中山高原の低温殺菌牛乳（岩手県）

【特徴】
「72」は 72 度 15 秒の殺菌温度
からとったもの。まがいものの
牛乳が多かった時代に、
「ほんも
のの牛乳飲ませたい」
と、苦労
の末、最初に商品化された。

【産地】広大な牧草地に牛舎が点在する酪農地帯。
工場から10km 圏内にある4 軒の酪農家
が、法定細菌数基準の 1/400という極め
て良質な生乳を生産する。
【特徴】65℃30 分の低温長時間殺菌、100% 非遺
伝子組み換え飼料を使用。サラッとした飲
み口と豊かな風味が人気。

酪農家の牛乳（茨城県、埼玉県）

飼料まで自家栽培

【産地】都市近郊ながら牛が自由に動き回
れる牛舎を導入。徹底した衛生管
理で良質な生乳を生産。

飼料は自家栽培のデントコーンが主体。だから搾
乳と清掃が終わると、約30ha
（東京ドーム6個分）
ある農地で農作業です。土づくりには、牛舎の牛フンを
活用。発酵させたデントコーンをたっぷり食べた牛の乳
は、甘みも風味もしっかりあるんですよ。
（久保 雅さん/JA 新岩手）

【特徴】75 度 15 秒殺菌。製造日の翌日に
お届けできるので消費期限は5日。

コップ1杯（200ml）
あたりの栄養充足率

（成人女性）

カルシウム 34.9%
ビタミンB2 25.8%
ビタミンB12 25.0%

やっぱり酪農が好き

合計 200 頭を家族で育てています。少
しずつ生産量を増やしていますが、飼料
代など必要経費も増える一方。さらに
TPPなど乳製品の関税を撤廃する流れ
もあり、不安は尽きません。でも私はやっ
ぱり酪農が好き。みなさんの応
援を励みに、プライドをもって
続けていきます。
（小澤香里さん/JA 釧路太田）
写真はイメージです

消費期限 5日が強み

去年の夏は暑さで、牛が死ぬこともありました。大
型扇風機やミストを使ったりするけど、限界はあり
ます。産地としては、涼しい夏を祈るばかりです。
東京に近い産地なので、前日の夕方か当日
の朝に搾った牛乳を、翌日お届けできるの
が強みです。
（嶋田治彦さん/ 埼玉酪農協同組合）

ニュース

NEWS

パルシステム東京からのお知らせや、最近のニュースに関連した情報をお伝えします。

■デトックス・プロジェクトが発足

■エシカルバナナ・キャンペーン

■進む食品表示の見直し議論

毛髪に移行した農薬を検査し、人体汚染を調べようとい
う「デトックス・プロジェクト・ジャパン」が 5 月 21 日にキッ
クオフ集会を開きました（パルシステム東京も加盟）。先
行調査された国会議員の毛髪から、発ガン性のある除草
剤グリホサートなどが検出されたことが報告されました。
同プロジェクトでは、今後、一般からの毛髪検査への参加
も呼びかけていきます。

パルシステムにバランゴンバナナなどを供給しているオル
ター・トレード・ジャパンでは、市販バナナの栽培で使われる
農薬と農地収奪、労働者の搾取の改善を求める
「エシカルバ
ナナ・キャンペーン」
を展開中です。
気軽に応援できる方法として、フェアトレードで輸入されて
いるバナナやエコシュリンプなどを利用して応援しませんか。

消費者委員会では食品表示の見直し論議を進めています
が、アレルギーや日付等は「安全のための表示」、遺伝子組
み換えや食品添加物等は「選択のための表示」
という区分が
強調されています。そしてQRコードからスマホなどで確認、
という表示方法も議論にのぼっています。米国にならって遺
伝子組み換え表示などを QRコードで可とすることは、表示
隠しであり、絶対に許せません。

エシカルバナナ

詳細はパルシステム東京のホームページで

検索

https://www.e-banana.info/

パルシステム東京

検索

http://www.palsystem-tokyo.coop/

