「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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表示でわからない食品添加物 増粘多糖類
カラメル アルミニウム リン酸塩
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表示ではわからない食品添加物のこと
2018 年 4 月16日 発行
見て︑見て︑
すごいだろ

あと残念なのは
﹁膨脹剤﹂ね︒
アルミニウムが
入っているかも︒

すごーい！
7 色チョコ
クッキー？

食品添加物

パルシステムの食品添加物基準

アルミニウム
なんて書いて
ないよ︒

すごいけど︑
表示見た？
赤3︑黄4︑
青1って
タール系
色素よ

えっ？

見て
なかった︒

１２
３４

でも︑
一番残念なのは
ケンが
すごい色の
持ってきても︑
食ナビって
白黒なのよね

知らずに食べてるアルミニウム

お 菓 子に も ︑
いっぱい
使 われてる

アルツハイマー病のリスク要因ともいわれるアルミニ
ウム。アルミニウムを含む
「ミョウバン」がお菓子など
の膨脹剤の成分として配合されています。しかし
「膨
脹剤」
と表示すればよいため、表示ではミョウバンを
使っているかどうかはわかりません。なお膨脹剤は
「ベーキングパウダー」
「ふくらし粉」
とも表示されて
います。

CASE

2 「カラメル」もいろいろ…
お菓子などによく使われている着色料「カラメル」。
「カラメル」
と一括りに表示されていますが、4 種類あ
ります。
「カラメルⅠ」は砂糖だけでつくられ安全です
が、
「カラメルⅡ」
〜
「カラメルⅣ」はアンモニアなどを
加えて作り、発がん性の疑いがあります。これも表示
だけでは区別がつきません。

さまざまな加工食品にリン酸塩
パルの﹁ おやつ
ソーセージ ﹂は 安 心

摂り過ぎるとカルシウムの吸収を妨げる
「リン酸塩」。
市販魚肉ソーセージなどの多くは、原料の「魚肉すり
み」
に
「リン酸塩」
を使っていても、原料段階の添加物
は表示を免除される制度があり、原料欄には「魚肉」
としか書かれていません。

パルシステムでは 練製品に「リン酸塩」不使用。

なんだ か ︑
わかんない！

ほかにも、安全性が気になる
食品添加物がいっぱい…
このほかにも、発がん性などの疑いのあるパラベン
類（保存料）、タール系色素（赤色 3 号など）、BHA、
BHT（酸化防止剤）、OPP（防かび剤）
など、安全性に
不安がある食品添加物はたくさんあります。

不安な添加物、不要な添加物を使いません
●パルシステムは自主基準を設定

パルシステムは、食品添加物について安全性と
必要性によって不使用品目を決め、自主基準を設
定しています。

動物実験には
限界がある！

●できるだけ不使用を追求

また、基準の範囲内でも、特にパルシステムの
オリジナル商品（プライベートブランド商品）では、
さらに食品添加物の必要性を吟味し、必要最低限
とすることを追求しています。
パル
システム
なら 安 心

4

多くの食品で粘りけやとろみをつけるために使われ
る
「増粘多糖類」。アイスクリームやお菓子などに使
われている
「増粘多糖類」
には、発がん性の疑いのあ
る
「カラギナン」が含まれている場合があります。でも
表示ではわかりません。

パルシステムでは 「カラメルⅠ」のみ使用。

パルシステムでは ホットケーキミックスや
蒸しパン類などで、
ミョウバン不使用。

CASE

1 「増粘多糖類」ってデンプンの仲間？

いろんな ものに︑
使 われているね

3

CASE

パルシステムでは 「カラギナン」不使用。

ほん
とだ ！
CASE

表示義務があるにもかかわらず簡略名や一括表示など制度に抜け穴があるた
め、表示を見ただけではわからない食品添加物があります。今回は表示ではわか
らない、気になる食品添加物を見てみましょう。

パルシステムで購入すれば、
食品の表示とにらめっこしなくても、
食品添加物を減らせます。
（パルシステム調べで市販品の 1/4に）

照射ジャガイモが
売られていたら、ご連絡を！
！
これからの時期、放射線照射を照射したジャガイモが
出荷されます。国内では芽止めに認められていますが、
有害物質の生成などが懸念されています。
パルシステム東京も加盟している照射食品反対連絡
会では販売されている情報を求めています。スーパーな
どで見かけましたらご連絡ください。
＜あて先＞shoku-navi@pal.or.jp

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。

あじとポテトのフライ
グリーンピースタルタル添え
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塩分のとり過ぎは身体によくな
いと知りつつも、
「薄味はなにか

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

物足りない」
というあなたに、が
んばらない塩分カットのコツを
紹介します。
塩分 1.3g

310kcal

がんばらない減塩

数週間、続けてみると、以前の味
付けにするとやたらにのどがか
わいたり、濃く感じたりと、身体
が
「塩分控えめ」
に慣れてきます。

レシピは だいどこログ

検索

日本人はやっぱり塩分摂り過ぎ

基本は調味料をはかること

漬物、干物など伝統的な日本食は塩分が多め。そのうえカップめん
や加工食品など手軽な加工食品にも多くの塩分が含まれるため、日本
人の一般的な食生活は塩分のとりすぎになりがちです。

目標量を考えると、1
食当たりに摂っていい塩
分 は 3g 未 満 で す。よく
使う調味料の塩分量 1g
はど のくらい かを 知っ
て、使用量をコントロー
ルしましょう。

1 日にとっていい
塩分目標は…

塩 と塩分

減塩といえば料理に使う
「塩」
を減

らすことだけと考えがちです。けれど

8.0g
実際は…10.9g
男性

7.0g
実際は…9.2g
女性

調味料や魚介類、さまざまな加工食

塩分約 1g はどのくらい？

まず、ふだん
どのくらい
塩分を摂って
いるか、
はかってみよう！

分」
全体を減らす必要があります。

2 スパイスや 香味野菜 などでアクセントを

薄味にしようとすると、どうしても同じ味になり
がち。ピリ辛のスパイス類、ねぎやニンニクなど
の香味野菜、レモンやゆずなどのかんきつ類など
を上手に活用しましょう。また、南蛮漬けや酢の
物など、酢を効かせた料理は手軽に塩分カットが
できます。
その

1/ 2

だしを
しっかり
とる

カリウム豊富な青菜や大豆
などは、塩分の排出を促す

日本の種子（たね）を守る会
活動報告＆上映会から

3 塩分少なめ調味料 をフル活用

使う調味料にも注目。塩分の少ないマヨネー
ズ
（大さじ1 あたり0.3g）
やケチャップ
（同 0.6g）
、
複数の調味料で味を出すめんつゆやポン酢など
を活用すると、味に変化をつけられます。
また塩分が高いと敬遠されがちな梅干しや塩
こんぶ、ザーサイなども、少量をアクセントとし
て使うと効果的です。

1強

みそ

1 だしをしっかりとる

汁物はもちろん煮物なども、しっかりだしをと
るようにします。塩分が少なくてもだしの旨みで、
おいしく食べられます。ただし、風味調味料は塩
分量が多いものが多いので、塩分量を確かめて。

1/ 6

しょうゆ

みそ汁は
おいしく食べる減塩テク具だ
くさんに

品にも、塩分となるナトリウムが含ま

れています。
「減塩」
は、これらの「塩

その

その

塩

青菜の海苔わさびあえ

ゆでた青菜を、だし汁でのばした
海苔の佃煮とわさび少々であえる
栄養監修：村上安曇/管理栄養士

米、麦、大豆など主要農産物の種子
を、国の責任で守ることを定めた
「主
要農作物種子法」
（以下種子法）が、4
月に廃止されました。これまで都道府
県が担ってきた品種の開発などを、民 新法の制定を求める署名は、約 12 万 8 千
筆（3月9日現在）集まったとの報告も
（衆
間企業に移行させるものです。
議院第一議員会館多目的ホールで）
パルシステム東京も加盟する
「日本
の種子を守る会」
は、公共品種を守る新しい法律の制定を求めています。
今回は活動報告などに続き、ドキュメンタリー「種子（たね） みんなのも
の？ それとも企業の所有物？」
が上映されました。
映画の日本語訳を担当した印鑰
（いんやく）
智哉氏は、多国籍企業が種
子市場を独占し、自由貿易協定などを通じて農家の種子の権利を奪う法
案を押しつける動きが世界で進んでいるが、日本の種子法廃止もそれと
無縁でない実態を報告。
「一方、世界で農家の種子の権利の確立を求める
動きは広がっており、日本でも種子を地域で守り、さらに種子の新しい法
律を作ることが必要」
と話しました。

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。

■緊急院内集会開催〜GMO 表示
3 月27 日、衆議院第一議員会館で開催された遺伝子組
み換え表示の改善を求める緊急院内集会には消費者ら100
人が参加し、消費者庁課長に声を伝えました。参加者から非
遺伝子組み換え表示の存続、EU なみの表示などを求める
意見が多数出されました。今後パブリックコメントが募集さ
れるので、さらに消費者の声をあげましょう。

■政府のずさんな研究管理が表面化

■欧州食品安全機関がネオニコ再評価

政府が革新的な科学技術の開発をうたって進めている
「革新的研究開発推進プログラム」
の、ずさんな管理が明ら
かになりました。
問題になったのは、
「高カカオチョコレートが脳を若返ら
せる」
という研究。対照群もおかず、研究のイロハを踏まえ
ないものでした。このプログラムでは放射性廃棄物に放射
線照射し、無害化する研究なども支援されています。

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

欧州食品安全機関（EFSA）
は暫定規制中のネオニコ
（ネ
オニコチノイド系殺虫剤）
3 種について、屋外での使用がミ
ツバチその他のハチ類に対してリスクがあるとする再評価
報告をまとめました。昨年には世界中のハチミツから、ネオ
ニコ検出も報告されており、規制の議論が進むと考えられ
ます。

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

