「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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ゲノム編集 国の対応
新技術の問題点 遺伝子ドライブ

「ゲノム編集」
って何？

FOOD
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今は野菜は︑全部工場で
つくってるんだよね

牛や豚は遺伝子操作で
大きくなってるしね

人間も若い人は︑
遺伝子操作された
新人類だね

こんな世の中︑
ちっとも
幸せじゃないわ⁝

ゲノム編集

2018 年 11月19日 発行

「ゲノム編集」が、遺伝子組み換え技術に代わっ
て広がりつつあります。
「ゲノム編集」
とは、遺伝子
の特定部分を切断・破壊する技術で、代わりに新し
い遺伝子が組み込まれることもあります。
従来の「遺伝子組み換え」は、遺伝子がどこに組
み込まれるかわからない運まかせの技術でしたが、
「ゲノム編集」
では、操作するDNA の場所が特定で
きる効率の良い技術とされています。新しい遺伝子
操作技術（以下「新技術」）は、
「RNA 干渉法」など、
ほかにもたくさん開発されてきています。

今度はどれで
やろうかな

国により分かれる対応〜日本も野放し??
遺伝子ドライブで︑
害虫が全部いなく
なったね︵下記参照︶

いけいけ
どんどん

♪♫

害虫と一緒にほかの
虫もいなくなって︑
１ ２ 花も咲かないのね
３４

20XX 年

夢かあ︒本当に
ならないよう
歯止めが必要よ︑
専門家任せじゃ
ダメよ

新技術によって作られた生き物が野放し
で利用されることは、想定外の事態を起こ
しかねません。大きな問題をはらむ技術の
実用化に、社会的なチェックができないこと
を意味しています。その結果に対して、誰が
どのように責任を取ってくれるでしょうか？

【環境省検討会のゲノム編集規制イメージ】
細胞に核酸
（遺伝子）
を挿入
する

挿入した核酸が残存

しない

規制対象外

する

しない

規制対象

規制対象外

（遺伝子組み換えとして扱う）

遺伝子操作に使った核酸
をその後に除去すれば、
特定遺伝子を破壊するだ
けのゲノム編集は規制対
象外となります。

遺伝子組み換え作物と一緒に規制を

安全でも自然でもない新技術
ゲノム編集では「オフターゲット作用」
と呼ばれ
る、想定外の遺伝子の変化が起こることがわかっ
ています。遺伝子操作の過程で遺伝子を傷つける
可能性があることから、新技術はすべて遺伝子組
み換えと同じような懸念があります。
ゲノム編集による遺伝子切断は、自然界で起こ
る突然変異と同じと説明されますが、実際には自
然界で起こることとは異なり、自然界にない動植
物が作られています。

EU（欧州連合）
などは
「ゲノム編集」
などの新技術は、遺伝子組み換えと同じよ
うに規制する方針ですが、米国はいち早く規制対象外と決定しました。日本では
安全性などではなく、
「遺伝子組み換え」
に相当するか否かで議論が行われ、遺伝
子を切断するだけのゲノム編集などは規制対象外とする結論を出しました。この
ままでは、新技術による遺伝子操作食品の多くが、規制も表示もない野放し状態
になりかねません。

害虫と
一緒に益虫も
殺す殺虫剤と
一緒ね

次々に開発される遺伝子操作の新技術に対して、現在
の日本のように「遺伝子組み換えに該当するか否か」だけ
で対応していたら、危険な技術も見過ごされてしまいます。
そもそも現行の遺伝子組み換え作物の環境や健康への
影響の評価自体が、
「実質的同等性」などごく簡単な審査
です。不安が拭いきれない遺伝子操作生物の開発はやめ
るべきですが、せめてすべての遺伝子操作生物について、
消費者が納得できる形で評価すべきです。

緊急院内集会

食べても大丈夫？ ゲノム操作食品
こりゃ、自然じゃないわ

生物を絶滅させる遺伝子ドライブ技術
ゲノム編集技術を応用した「遺伝子ドライブ技術」は、
特定の性質を遺伝的に生物群に広げる技術です。たとえ
ば、マラリアのような病気を媒介する蚊を、地域から絶滅
させることが研究されています。
確かにマラリアは多くの人命を奪う恐い病気ですが、
特定地域の蚊を絶滅させようとして、世界中の蚊が絶滅
し、他の生物に影響が出たりしないか懸念されます。慎重
な議論が望まれます。

ゲノム編集食品の規制を求める市民集会が、関係省庁を呼んで開催され
ます。規制も表示もなくゲノム編集食品が食卓にのぼってしまわぬよう、消
費者の声を伝えましょう。

11 月 29 日（木）12 時半〜

参議院議員会館 101 会議室

（12 時から入り口で入館証を配付します）

問い合わせ：遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン

電話：03-5155-4756

E メール：office@gmo-iranai.org

アメリカを変えたママが来る −ゼンさんと考える日本の食−
市民団体マムズ・アクロス・アメリカの反 GMO 運動で、全米に有機食品の
ブームを起こしたゼン・ハニーカットさんが来日します。ゼンさんらは今、毛髪
による除草剤グリホサート
（ラウンドアップ）の分析運動を進めています。農薬
基準が緩い日本は大丈夫なのでしょうか？ お話を聞いて、考えてみましょう。

12 月 14 日（金）午後 4 時〜

日本の食を変えたい実行委員会主催

参議院議員会館（30 分前より入口で入館証を配付します） 資料代 1000 円

問い合わせ メール：tabemamaproject@gmail.com（食べものを変えたい！ママプロジェクト）
申し込み
電 話：070-2291-5011（日本の種子を守る会）

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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忙しい年の瀬を控え、調理はで
きるだけ時短ですませたいもの。
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そんなときこそ、冷凍野菜の出番
です。上手に解凍すると生鮮野
菜を使ったときと、変わらぬ仕上
がり。必要な量だけ使えてムダが
ほうれん草と大豆の
バターソテー

使っていますか？
パルシステムの冷凍野菜

冷凍ほうれん草と大豆ドライパックを、バターで
炒め、しょうゆ、こしょうで味付け。常備菜にも。

●農薬 や 化学肥料 の 使用 はできるだけ少なく
パルシステムの基準で栽培された原料を急速凍結。残留農薬検査なども定期
的に実施しています。

●栄養価 は 少ない？

もったいない
プロジェクトの
冷凍野菜

冷凍野菜は旬の時期に鮮度の良い原料を加工す
るので、旬の栄養価が高い状態が保たれています。
貯蔵中の減少もごくゆるやか。季節はずれや収穫
後の経過日数で差が出る生鮮品に比べ、栄養価は
安定しているといえます。

大切に育てた青果をムダなく利
用しようと、
「家庭でも製造段階
でも、捨てる部分をできるだけ少
なく」
がコンセプトです。
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野菜ベスト
人 気の冷凍

安心な産直原料使用。
必要な分だけ取り出してサッと調理。
こんな
も
レシピ

ほうれん草入りちぎりパン

2

北海道産
冷凍栗かぼちゃ

こんな
も
レシピ

3

フライパンで
フライドポテト

冷凍かぼちゃの簡単サラダ

解凍したかぼちゃをレンジ加熱
してつぶし、薄切り玉ねぎを加
え、マヨネーズ
などで味付け。

形や大きさが規格外の
原料を使用
茎が長めのブロッコリー

茎が甘く、長くても
使いやすいと好評
九州産さといも

皮を厚くむかない

原料のほうれん草はビッグサイズ

原料ほうれん草の産地は、宮崎県都城市近郊。生鮮

品は店頭に並べやすい 20〜25 ㎝くらいで収穫します
が、冷凍用はその 2 倍くらいまで育てます。ほうれん
草の甘みや食感が、最もよくなるためです。

収穫は旬の 11 月〜4 月。もともと気温が低く害虫の

少ない時期ですが、農薬の使用は地域の一般的な栽

培基準の半分以下。製造元のイシハラフーズ（株）
で

土づくりから収穫まで、一括管理
する広大な農場

は、自社で畑ごとに残留農薬の検査を実施。
「安心で

きるものだけを届けたい」
との思いを貫いています。

逆転の発想で始めた冷凍野菜

同社が冷凍野菜を始めたきっかけは、関東や関西な

フライパンでカリカリポテトが簡単に。
こんな
も
レシピ

さつまいもスティック

人気 『九州の
産地はこんなところ
No.1 ほうれん草』

北海道産えびすかぼちゃを、
使いやすい大きさにカット。

ホットケーキミックスに、
ほうれん草、
牛乳、
バター
を混ぜてこね、小さくち
ぎって焼く

検索

市販の冷凍野菜の多くは輸入品。産地やどのように栽培されているのか、消
費者にはよくわからないのが一般的です。パルシステムの冷凍野菜は、産直産
地の原料を中心にすべて国産。産地や栽培履歴が明らかです。

ほとんどの冷凍野菜は凍結する前に、熱湯や蒸
気で加熱します
（ブランチング）
。貯蔵中の変質や
変色を防ぐためで、加熱はふつうに調理するときの
8 割くらい。家庭では残りの 2 割を解凍するつもり
で加熱すると、シャキッとした食感が楽しめます。

九州のほうれん草

だいどこログ

●すべて国産原料 を使用

●冷凍野菜 は 食感 が 悪い？

（カット・バラ凍結）

レシピは

パルシステムの冷凍野菜は ココ が違う！

冷凍野菜 ココが誤解です！

1

ないのも魅力です。

ポテトの明太マヨ焼き

レンジ加熱したフライドポテトを耐熱皿に
盛り、マヨネーズに辛子明太子とバター
を混ぜたソースをかけ焦げめをつける。

どの大消費地に九州産青果を出荷するため。遠方のた
＊このほか冷凍えだまめ、
汁物ミックス、ささがき
ごぼうなどの冷凍野菜
も人気です！

め青果での輸送はリスクが大きくなりますが、冷凍な

産地の工場でブランチング後、
−50℃で凍結

ら遠隔地にも鮮度のよい状態で届けられるという逆転の発想でした。かつての過疎地
に雇用が生まれ、いまでは地域の基幹産業に発展しています。

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。

■
『白州の水』
がキャップ付きに

■日米 TAG は FTA

■トリチウム入り汚染水が放出される？

AB パックの「白州の水」は、これ
までハサミで開封して端を折る容
器でしたが、8 月からキャップ付き
にリニューアルしました。同じAB
パックの「あずみ野の水」
も、キャッ
プ付きになる予定です。

日米間の物品貿易協定（TAG）交渉が、開始されようと
しています。
「物品貿易協定」
と呼ばれるのは、サービスな
どが除外されているからですが、農畜産物、食品、工業製
品などすべての物品が対象で、FTA（自由貿易協定）
と同
じです。
「米国とは二国間 FTA 交渉をしない」
と言っていた
政府が、
「TAG」
と言い換えて交渉をすすめていることに
批判の声が上がっています。今後も注視していきましょう。

福島第一原発の放射性トリチウム
（三重水素）
を含む汚
染水は溜まる一方で、100 万トン以上となり海に放出する
議論が進められています。経産省はトリチウムに健康影響
がないかのような説明をしていますが、影響はあります。
ヨウ素 129 などの放射能も、基準を超える濃度で含まれ
ていることもわかっています。十分な議論のないまま放出
を急ぐことは許されません。

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/

