「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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照射じゃがいも発見 分解生成物に問題
最近の食品照射の動き

照射ジャガイモが続々発見される

FOOD
NAVIGATER

vol.89

！
！

ジャガイモ
安かったよ！
だからお菓子も
買っちゃった♪

イヤイヤ︑
ちょっと
やばいかも

できたて
ホヤホヤなら︑
おいしいの？

え〜っ
﹃ガンマ線
照射済み﹄
だって

照射食品

2018 年 8 月20日 発行

「食品照射」は食品に放射線を、当てること
です。国内ではジャガイモの芽止めだけに認
められ、唯一北海道の士幌町農協で、照射ジャ
ガイモが生産されています。
「照射食品反対連絡会」の呼びかけに応じ、
パルシステム東京でも組合員のみなさんに情
報提供をお願いしたところ、3 件の情報をいた
だきました。ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとう
ございました

ひきつづき情報提供をお願いします。
情報は照射食品反対連絡会（☎03-5155-4765または
sshrk09@gmail.com）
または shoku-navi@pal.or.jpまで。

１２
３４

今度から
よく見るよ〜

照射食品で問題になるのは、放射線が当
たったときに食品の中に生成される、不安定で
有害な物質「分解生成物」です。中でも
「アル
キルシクロブタノン」は食品照射だけで生成
する物質で、発がん性の疑いがあります。
「照
射臭」
と呼ばれる特異な臭いも発生します。
放射線の照射によって新たに生成する放射
能（誘導放射能）
は、従来生成しないとされていましたが、実は照射食品開発の初
期段階で生成が確認されていたことが、最近明らかになっています。
食品照射に使われる線源の「コバルト60」
は、原子炉の中でコバルトに中性子
を当てて製造されます。照射食品と原発は切っても切れない関係なのです。

最近の食品照射の動き

パルシステム東京は、
これからも照射食品に反対します

照射直後のジャガイモが出荷されている
冷蔵しておけば︑
芽は出ないのにね

照射ジャガイモは従来、収穫後に照射して
保存中に芽が出ないようにするものでした。
しかし、近年、出荷直前に照射したジャガイモ
が、店頭に並んでいます。分解生成物は照射
後、時間とともに減るので、照射直後では多く
残留している可能性があります。

安全性に疑問があり、必要性も認められない照射食品には、これからも反
対します。照射ジャガイモは最近季節と関係なく流通しているとの情報もある
ため、今後も情報提供をお願いいたします。

商品 Q ＆ A
15」は
Q 「薬用歯みがき天然優選ドクターアパ
なぜ回収したの？

生レバー照射研究は税金のムダ遣い

A
菌は減ったけど︑
少し臭うかも …
食べます？

2013 年から
「厚生労働科学研究」
という国の予算で、
食品照射による生レバーの殺菌が研究されています。8
キログレイ※の放射線の照射で一定の効果
があったとされていますが、小さな試験片
での結果であり、しかも照射臭があること
から、実用化には程遠いものです。それで
も税金を使って研究は続けられています。

なんか︑いろいろ
できてるらしい …

最近は照射
してすぐに
出荷されるん
だって

みんなが表示を
よく見て︑
買わなきゃ
いいのよ

※実際には照射食品に生成する物質は目に見えません。

分解生成物に問題が…

※グレイ〜放射線の照射量の単位

製品に使われている
「ヒドロキシアパタイト」
（成分はリン酸カルシウム）
の原
料
「硫酸カルシウム」
（石膏）
が医薬部外品の基準を超えて残存していたため、
回収いたしました。硫酸カルシウムは食品添加物として豆腐用凝固剤にも使
われており、含有量は豆腐より少ないので、健康への影響は心配ありません。

Q
A

安全性データなどは提出されず
原子力委員会の要請で照射食品の議論をし
た厚労省の薬事・食品衛生審議会食品規格部
会は、2010 年、アルキルシクロブタノンの生
成量や毒性等に関する情報を関係者（原子力
委員会と業界）に求めました。しかし、今日に
到るも情報は出されていません。

原料規格（硫酸カルシウム）
に不適合があったため
回収しました。

海水から作られる
「海はいのち」には、マイクロプラスチック
の心配ないの？
ろ過されて製造されるので心配ありません。
『海はいのち
（長崎県産海水塩）
』
は長崎県の蛎浦
（かきのうら）
島で、海水か
ら製造されます。海水を濃縮する前に砂の層でろ過され、また濃縮工程でも
イオン交換膜でろ過されるので、マイクロプラスチックの問題はありません。

「ブドウ糖果糖液糖」
ってどんなもの？
Q 「果糖ブドウ糖液糖」

A
2009 年、オーストラリアで照射ペット
フードによる猫の神経障害が多発

デンプンから作られる甘味原料です。
コーンスターチなどのデンプンを加水分解してブドウ糖とした後、異性化酵
素で処理して半分前後を果糖にしたものです。
「異性化糖」
ともいい、砂糖よ
り安価なのでよく使われますが、原料が遺伝子組み換えコーンであることが
多く、砂糖より血糖値が上がりやすい性質があります。

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。

キッチン 30

厳しい暑さも終盤戦。冷たい
飲み物もいいけれど、たまには

m
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る
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Th Kitchen

ゆっくりお茶を入れてみません
か。疲労回復などさまざまな
健康効果も期待される緑茶。
温かいお茶は、暑さで弱った

特
価 別
格

知覧・有機のお茶を
楽しみませんか？

心身を身体の中から癒してく

『鹿児島知覧有機栽培の産直緑茶 ７０ｇ』
9月1回

782 円（税込）

注文番号 コトコト
きなり

724
135

＊注文番号は
2018 年 9 月1 回の
ものです。

れます。今回はお茶で初めて
産直産地になった、鹿児島知
覧の産直緑茶のお話です。

農薬なしでお茶はつくれない？

土づくりが 健康な
お茶を育てます

茶葉は洗えないからこそ、安全にこだわる
お茶のうまみは、たっぷり肥料を与えることでうまれます。しかし、うまみの
ある茶葉は虫の大好物。害虫の被害を防ぐために化学合成農薬が欠かせない
といわれてきました。
有機栽培のお茶は、効き目の強い化学肥料や化学合成農薬を使いません。
このため一般に見た目が悪くうまみも少ないため、
「有機のお茶＝まずい」
とい
う定説がありました。
そんな常識を覆したのが、
『鹿児島知覧有機栽培の産直緑茶』
です。深い甘
味とコク、お茶を入れたときのきれいな緑色が特徴です。

南九州市茶園の
化学合成農薬散布回数

6回

※有機JAS許容の
農薬は使用

0回

慣行栽培

うまか有機
銘茶会

特別栽培

資料：茶園管理ごよみ
（南薩地区作業振興会作成）

お茶を淹 れるには…

1

2

3

が何より大切。
「米ぬかや魚粉、かつおの煮汁など、
地域の資源を原料にした肥料
（ぼかし）
を入れ、微生

物が働きやすい土を作っています。よい土で育った

お茶は味もいいし、病害虫にも強い。多少虫に食わ
れても弱ることはありません」
と塗木大介代表。

けるのが楽しみと話します。

「夏も近づく八十八夜」の初夏が旬
ですが、その昔、新茶といえば秋のこ
とだったとか。初夏に摘んだ茶葉をか
めにつめて低温で保存。摘みたての
青臭さが抜けて、まろやかに熟成した
秋のお茶が喜ばれたそうです。これ
からの季節、試してみたいですね。

おいしい

病害虫に強くておいしい緑茶を作るには、土づくり

産直産地になって、利用する組合員の声を直接聞

お茶の旬は？

12 回

「うまか有機銘茶会」鹿児島県南九州市
塗木大介代表（右）

ぬるめの湯温
で
淹れると、うま
み成分
（テアニン）
が
強くでます

産直提携で地域を元気に

「うまか有機銘茶会」
とともに、パルシステムと産直提携を結んだお茶の製造販売会社

（株）
水宗園本舗の八木社長は
「一緒に有機茶を始めた20年前は、変わり者扱いでした。
それが今は17農家40人の生産者に拡大。2代目も育ち、地域を支える産業に成長しま

した」
と感慨深げ。10月にはABパックの知覧茶
（200㎖）
も登場。
『鹿児島有機栽培のほう
じ茶』
『鹿児島有機栽培の抹茶入り玄米茶』
も今後、知覧の産直原料に変更の予定です。

西日本豪雨災害で被災されたみなさまに
お見舞い申し上げます。
パルシステムでは甚大な被害が出た、西日本豪雨の被災者支援を目的に、
「西日本豪雨緊急支援募金」
行いました。ご協力ありがとうございました。

4

総額
2 の 冷ました湯を、 1，2分おき、均等に
少しずつ茶碗に注ぎ、
急須に注ぐ
最後まで搾り切る
＊苦めのお茶が好みの人は、熱いお湯を急須にそのまま注ぐ。

急須に茶葉を入れる
（一人大さじ1杯）

冷水ポットに
茶葉を入れ、
湯冷ましを
注いで
冷蔵庫で
1 晩冷やす。

1 億 3,347 万円
（グループ全体）
（8 月6日現在）
4,594 万円
（パルシステム東京）

贈呈先 被害が発生した各自治体指定の義援金窓口、被災地で活動する
支援団体、被災したメーカー・産地等の取引先へ送ります。

ポットのお湯を湯呑に
移す

水 出し緑 茶で
手 軽に！

農薬を使わない茶畑にはテントウム
シやクモなど害虫を食べる虫が多
い。昆虫たちが茶園を守る

■ 産地の被害状況

注目される緑茶の効用
淹れたてのお茶は水溶性のビタミン類やミ
ネラルを含みます。さらに甘味成分のテアニン
（アミノ酸の一種）
には気分を落ち着かせる効
果。渋み成分のカテキンには殺菌作用があり、
口臭や虫歯予防にも。最近の研究ではカテキ
ンの抗酸化作用などが、生活習慣病予防につ
ながるとの報告もあります。

土砂崩れで崩壊したみかん園
（愛媛県無茶々園で）

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。

●うなぎ資源保護について意見書提出

●遺伝子組み換え小麦が発見される

●ゲノム編集技術の医療応用に暗雲

パルシステム東京は、うなぎ資源保護に関する意見書
を、環境省、農水省、国交省に提出しました。
①資源回復策の強化と生息環境の整備…池入れ量の適正
化、鰻成魚の漁獲制限、河川環境の改善など
②国際協力の強化、輸入対策…援助による周辺国での資
源保護対策促進、ビカーラ種など近縁の異種鰻の資源
量把握と規制など

カナダで未承認の遺伝子組み換え小麦が発見され、カ
ナダ産小麦の輸入が一時停止されました。除草剤耐性品
種が道路脇の除草剤散布で枯れないで残って発見されま
したが、実際には栽培された小麦に混ざっている可能性も
あります。未承認遺伝子組み換え小麦はこれまで米国でも
何回か見つかっていますが、混入経路などはすべて不明の
まま。組み換え生物の管理の難しさがうかがわれます。

遺伝子組み換えに代わる技術として登場した「ゲノム編
集技術」
で、遺伝子操作された細胞はがん化しやすくなる
との研究結果が発表されました。ゲノム編集で使われる
「ク
リスパー・キャス9」
と、細胞が持っているがん抑制遺伝子
が対抗的に働くためということのようです。ゲノム編集技
術は病気の治療など医療向けに応用が期待されています
が、がん化しやすくなることは大きな問題といえます。

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

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

