パルシステム東京のホームページでも公開

「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。
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魚の栄養

魚とメチル水銀

偏らない食事を
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魚は海からの贈り物
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魚を食べると︑
頭がよく
なるんだって

それは
そうだけど︑
食べ過ぎちゃ
いけない魚も
あるのよ

こんな魚を︑
どんどん
食べれば
いいのよ

魚と健康

私たちの食生活の基本「和食」は、2013 年
に
「ユネスコ無形文化遺産」
に登録されました。
その申請理由のひとつが、
「健康的な食生活
を支える栄 養バランス」がとれていることで
す。海に囲まれた環境から、魚介類を多く摂り
入れた食生活は、和食の大きな特徴です。
魚には栄養的にすぐれた特長があり、生活習慣病の予防などにも役立ちます。
旬の野菜とともに、和食のよさを支える食材といえます。

魚の栄養
○良質なたんぱく質を多く含む

マグロ
などは︑
水銀が
多いとか

１２
３４

その前に
勉強でしょ

魚は 20〜25% のたんぱく質を含んでいますが、
体内で合成できない必須アミノ酸を多く含む、特徴があります。

サンマ、サケ、イ
ワシを
食べよーっと

！
！

○EPA や DHA など多価不飽和脂肪酸が多い

魚に含まれる脂質は、EPA や DHA などの多価不飽和脂肪酸を多く含み
ます。生活習慣病や認知症予防などの効果が期待されています。

○カルシウムや鉄などミネラルが豊富

魚にはカルシウムや鉄などミネラルが多く含まれます。特に骨ごと食べる
小魚や血合いなどにはミネラルが豊富。

○ビタミン B 群、A などが豊富

魚種によって差はありますが、ビタミン B 群、ビタミン A、ビタミン E など
のビタミン類が豊富に含まれます。

このように魚は栄養バランスのよい食生活に、欠かせない食材です。

妊婦はマグロなどの食べ過ぎにご注意
おおいに利用したい魚ですが、注意したいことがあります。一部の魚にメチル
水銀が多く含まれることです。火山の噴火などで海水に含まれる微量の水銀が、
プランクトンによってメチル水銀となり、魚介類に摂り込まれ、食物連鎖の上位
にある魚類は濃度が高くなります。
マグロ類、深海魚類、サメ類の魚を食べ過
ぎると、胎児の知能発達などへの影響が懸念
されます。しかし、DHA など魚に含まれる栄
養は、胎児の知能発達に重要なので積極的に
摂りたいものです。妊婦や妊娠の可能性があ
る方は、魚の種類を選んで利用しましょう。

比較的メチル水銀が少ない水産物

アジ、イワシ、サンマ、サバ、カツオ、サケ、マス、シシャモ、
スケトウダラ、ニシン、イカ、エビ、貝類など

商品 Q ＆ A
Q

台所用石けんのふたがすぐ壊れてしまうのは、
何とかならないの？

A

台所用の
『水ばしょう』
と
『やっぱり石けん』
のふたは、ワ
ンタッチで開閉できるヒンジキャップを使用していま
す。ふたは軽く開けて、自然に止まる角度で使用
してください。それより後ろに倒すと、連結部
ここが
が割れることがあります。もし割れてしまった
割れやすい
場合には、センターにご連絡いただけば、次回
配送時にふたをお届けします。

Q

焼きそばに使われている
「アミノ酸液」
って
化学調味料？

A

『産直小麦の中濃ソース焼そば』
に使われている
「アミノ酸液」
は、たんぱく
質を加水分解したアミノ酸混合液、すなわち
「蛋白加水分解物」
とほぼ同じも
のです。
「調味料
（アミノ酸）
」
と表示される化学調味料ではありません。

Q 「ネオニコ」って、家庭用でも使われているの？
参考

妊婦等への魚介類・鯨類の水銀についての推奨事項
妊婦、幼児、近く妊娠を
予定されている方

○マグロ類…マグロ、カジキなど
○深海魚類…キンメダイ、アコウダイなど
○サメ類
○鯨類…イルカ、クジラ

A

主菜とする料理を
週 1 回以内※
摂取を控える

を一部改変。
※種類それぞれでなく、全体で週 1 回以内。日本生協連（2003）

家庭用の殺虫剤などにも、ネオニコ
（ネオニコチノ
イミダクロプリド
イド系殺虫剤）
、および類似した殺虫剤のフィプロ
クロチアニジン
ニルが使われています。特にコバエ用やアリ用、
ジノテフラン
またはゴキブリ用毒餌などに使われているようで
チアメトキサム
す。右のような薬剤が使用されています。成分表
フィプロニル
示でご確認ください。
パルシステムではネオニコ及びフィプロニルの殺虫剤は扱っていません。

Q

アルミホイルを落しぶた代わりに使うとアルミが溶出する？

A

料理の種類にもよりますが、煮物などは長時間煮込むので、アルミホイルを
使うことはおすすめしません。専用の落し蓋やキッチンシートがよいでしょう。

キッチン 13

エビフライにエビチリ…日本人は世界でも
有数のエビ大好き国民です。味が濃くエビ

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

本来の食感が人気の
『エコシュリンプ』
は、
市販のエビに比べると価格はちょっと高め。
けれど
「この味を知ると、ほかのエビは食
べられない」
とのリピーターが多い商品で
もあります。養殖法などの違いを通して、
おいしさの秘密を探ってみました。

エビの話−エコシュリンプ
%は
るエビの約 80
日本人が食べ
。
の輸入です
東南アジアから
されているの？
どのように生産

養殖法

一般的なエビは…

『エコシュリンプ』
は…

養殖法

ほとんどが集約型養殖

伝統的な粗放養殖

狭い池で多くの稚エビを放し、飼料を与える養殖法です。市販の冷凍エビ
は 1990 年代までは、集約型養殖のブラックタイガーが主流でしたが、2000
年代に入るとより病気に強く育てやすいとされるバナメイエビ中心に。ブラッ
クタイガーより小ぶりですが、丈夫で成長が早く、安価に販売されています。

インドネシアの人たちが自然と共生しながら、受け継いできた伝統的な養
殖法です。養殖池は海に近い場所に作られ、潮の満ち引きを水の入れ替えに
利用するなど、環境への影響がごく少ないのが特長です。養殖池は収穫後、
手入れされ、代々受け継がれています。品種はブラックタイガーです。

しかし…

だから…

エサが大量に必要。食べ残しにより水質が悪化しやすい
密飼いにより病気が発生しやすく、広がりやすい

エサは池に生息する水草やプランクトンなどで、人工飼料は与えない。
食べ残しがないので水が汚れない。

病気予防のため、
抗生物質などの薬剤を
使用する

病気予防の
抗生物質は使わない
1 ㎡あたり3〜4 尾の
ゆったり飼育

＊輸入時に残留薬剤の検査を行って
いるので、日本向けは以前より薬
剤の使用量は減っています
1 ㎡あたり30〜100 尾になることも

環境への影響 養殖池による環境破壊

環境への影響 自然との共生を大切に

養殖池からの排水が、周囲の水環境を悪
化させることが指摘されています。また、か
つて養殖池を作るために伐採された森林や
マングローブの林は、元に戻りません。薬剤
の大量使用や水質汚染などで短期間に使え
なくなった養殖池は、使い道がないまま放
置されています（右写真）。

粗放養殖は環境と調和した持続的な養殖で、
環境負荷はごく小さいものです。さらに加工場
では排水処理にパルシステムの畜産産地などで
も使用する BMW 技術＊を導入。ユニフォーム
や製造ラインを石けんで洗浄するなど、環境に
対する細やかな配慮を行っています。

加工法

※BMW 技術：自然の自浄作用をモデルにバランスよく微生物
を活性化し、生き物にとって
「よい水」
「よい土」
をつくりだす。

放置された養殖池

加工法

ほとんどが水ぶくれ

増量して値段をあげるため、
収穫後2、
3日、
水に漬けることも多いようです。
また再凍結品も多く、その過程で抜けてしまう水分を補うためのリン酸塩（保
水して食感を補う）や、亜硫酸塩（新鮮に見える酸化防止剤）などを使用する
こともあります。

パルシステムの職員が
養殖池を見学

エビ本来の味を損なわない

鮮度をよく見せたり、プリプリ感を出すため
の食品添加物はいっさい使いません。凍結は産
地で 1 回だけ。だから、エビ本来の味と食感が
楽しめます。そのおいしさは、プロの料理人か
らも高く評価されました。

市販のバナメイエビ
の 表 示。水は表 示さ
れない ので、水に漬
けたかどうかは不明。

収穫したばかりのエビを
その場で計量し、氷詰め
して加工場へ。水漬けな
どの工程はなし。

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。

●2017 年度「ほんもの実感」スタート
パルシステム商品のこだわりを伝える
「ほん
もの実感！」の取り組みが、今年度もスタート
します。各地で商品学習会、試食会、食育学
習会などが開催されますので、ぜひご参加く
ださい。

■種子法廃止の行きつく先は…多国籍企業による農業支配
「種子法」
（主要農作物種子法）
は、米、麦類
（大麦、裸麦、小麦）
、
大豆について都道府県が原種を保存し、品種改良された品種
を奨励することなどを定める法律です。
今、種子法の廃止が国会で議論されています。民間の技術を
取り込んで農業の活性化を図ることを名目としていますが、

詳細はパルシステム東京のホームページで

パルシステム東京

検索

TPPに向けて進められていた農業自由化の一環です。モンサン
トなどの多国籍企業が日本の種子事業に本格的に参入し、遺伝
子組み換え作物の国内栽培、多国籍企業による農業支配、自
給率の低下などにつながる可能性があります。TPP が立ち消え
になっても、日本の農業を守るために注目していきましょう。
http://www.palsystem-tokyo.coop/

