「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

K EYWORD

2月

怪しかったら安全な方を選択する という行動を、私た
ちは普通にとっています。そうした 当たり前の方法 が、
「予防原則」 です。

悲劇の教訓を活かせているのか？

FOOD
NAVIGATER

vol.106

予防原則って
知ってる？

予防注射
なら
知ってる

今はよく
わからなくても︑
取り返しがつかなく
なると困るもの

でも規制をすると
困る人も
いるんだよね

予防原則

2020 年 1月20日 発行

私たちは食の安全や環境問題などで、いくつも悲惨な経験をして、そこから教
訓を学んできたはずです。その教訓を本当の意味で活かせているのでしょうか？

1

CASE

水俣病（有機水銀による公害）

何か
おかしいな

水俣病は 1956 年に熊本県水俣湾沿岸で最初の
患者が報告されましたが、当初は原因不明でした。
翌年、保健所の実験で魚が原因との可能性が報告さ
れたにもかかわらず、県は無視し、厚生省（当時）
も
「魚介類有毒化の証拠がなく、規制は困難」
と回答。
その間、チッソ
（株）は原因であるメチル水銀を含
む排水を流し続けて被害が拡大。1965 年には新潟
で同様の新潟水俣病も発生しました。水俣で猫や鳥
の異常が報告された時（1950 年代はじめ）
に徹底し
た原因調査をして、対策を講じていれば、被害はずっ

なーるほど

１２
３ ４ 安全性を取るか︑
目先の利益︑
便利さとかを
優先するかって
ことよね

安全が
優先だよね、
こうしてやる

と小さかったはずです。

病気にならないよう
予防注射するように、
危なそうなことに、
前もって対策をとるのが
予防原則よ

CASE

2

適切に
処理しなきゃ

石綿
（アスベスト）

石綿（アスベスト）の害は 20 世紀初めには知られ、深刻
な健康被害がわかって欧米では 1970 年代に規制されまし
た。日本での規制は 1995 年と欧米より10〜20 年遅れた
ため、被害拡大が懸念されています。最近になって石綿工
場労働者や周辺住民の健康被害が露見したことは、対策の
不十分さを示しています。過去に建物の鉄骨などに吹き付
けられた、石綿による被害も後を絶ちません。

これらの事例に共通するのは、産業界の事情を配慮して行政が対応を
遅らせ、被害が拡大したことです。被害の前兆や危険性に関する情報が
あった時、すぐに対応していれば被害は最小限ですんだはずです。

日本こそ予防原則を！

科学には限界がある
有機水銀や石綿は人に健康被害が出て有
害性がわかりましたが、食品添加物や農薬な
どでは動物実験で安全性が確認されます。

ほんとに
10 倍しか
違わないの？

通常、マウスとラットに長期投与して毒性が
現れない体重 1kg 当たり投与量に、安全係
数として 1/100 を掛けて ADI（一日許容摂
取量）が設定されます。
動物実験による安全性評価は、人体実験ができないので仕方ないとはいえ、
ADI 設定に使われる安全係数は人とネズミの差を最大 10 倍と仮定したもの

です。ネズミには大丈夫でも、人に害があることも十分ありえます。
こうした安全性評価に限界があることを踏まえれば、化学物質の使用はできる
だけ慎重にするべきという考え方にいきつきます。

予防原則を取り入れた EU（欧州連合）
欧州では地球環境問題について、
「深刻な
または回復不可能な被害のおそれがある場
合は、科学的根拠が不十分であっても対策
の考え方が生まれ
を取る」
という
「予防原則」

ました。

EU（欧州連合）は、この考え方を食の安

全にも適用し、例えば、遺伝子組み換え食品
や食肉のホルモン剤、ネオニコチノイド系殺
虫剤の規制など、予防原則による政策が決
定されています。

予防原則デ
規制
シマース

日本はBSE問題を機に、EUにならって
「リ
の制度を取
スクアナリシス
（リスク分析）
」

り入れました。これは、リスク評価をする機
関（日本では食品安全委員会）
をリスク管理
機関（厚労省や農水省）から分離し、リスク
コミュニケーション（意見交換）で意見を反
映させるシステムです。
しかし、EU でリスクアナリシスとセットに
なっていた予防原則を、日本は取り入れて

教訓を
活かさなきゃ
だめよ！

いません。

水俣病やカネミ油症事件、森永ヒ素ミルク事件、福島第一原発事故など悲惨な
経験の数々に学んで、日本こそ、予防原則を取り入れるべきなのではないでしょ
うか。
※次回は食の安全と生協についてお知らせします。

映画
日 時
会 場

『甘いバナナの苦い現実』上映会
2020 年 2 月 24 日（月・祝）10 時〜12 時

パルシステム東京新宿本部 2 階

子どものおやつに定番のバナナ。甘くて人気の高地栽培バナ
ナの栽培では農薬の空中散布による健康被害、過酷な労働搾
取などの問題があります。現実を知って、バナナの選び方を
考えてみませんか？
（無料、要申込、保育あり）

お申込みは
「週刊 WITH YOU」
（今週配布）
またはホームページをご覧ください

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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昨年、大きな被害を出した台風
の影響で、市販のたまごが高く

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

なったのを覚えていますか？
特売で1パック100 円台のこと
もある市販のたまごが、200 円
前後になったことも。パルシステ
ムのたまごは年間通してほぼ一
定の価格です。価格を通して、

パルシステムのたまごは高い？
台風被害で市場価格は高騰
パルシステムはいつもの価格…その理由は？
昨年の台風被害は、千葉や茨城県のパルシステム産地も同じです。それでも
欠品もなく、いつもと同じ価格でお届けできたのは理由があります。

助け合うのは当然のこと

今回は菜の花さんの被害が大きく、うちが
手助けしましたが、東日本大震災のときは、
菜の花さんに助けられました。10 年以上、
同じパルシステムのたまご産地仲間。困っ
たときは、できるかぎり助け合うのは当然
のことと思っています。
（宮崎一夫さん・匝
瑳ジーピーセンター / 旭鶏園）

一般では多くが輸入飼料
（遺伝子組み換え不分別）
を使用していますが、
パルシステムでは飼料の大半を占めるとうもろこしは非遺伝子組み換え
（Non-GMO）
、収穫後農薬も不使用です。
産直たまご

261 円（税込）/10 個

産直
こめたまご

（赤玉・ピンク玉）

NON-GMO
とうもろこし

NON-GMO
大豆かす

292 円（税込）/10 個

「平飼い」
とは、親鶏が鶏舎内で自
由に動きまれる飼い方です。自然の光と風
が入る鶏舎で、1坪あたり15羽以下のゆっ
たりスペース。親鶏たちは砂浴びをしたり
走り回ったり、開放的な空間でストレス少
なく暮らすので、たまごの味はバツグン。

単位：円／㎏

250

飼料

大豆かすは不分別

需要と供給のバランスで価格が決まります。台
風などで出荷量が減れば高騰するなど、価格
の変動が大きくなります。
300

倒壊した菜の花エッ
グの鶏舎。みなさん
からの支援金のうち
総額760万円を、
被災した鶏卵6産
地へ送りました。

価格の
なかみは？

NON-GMO
とうもろこし

一般市場では…

200

もっとも被害が大きかった菜の花
エッグ
（千葉県）
では、鶏舎の倒壊や
停電で、通常、機械で行う給餌や水
やりなどが手作業に。パッキングも
できない状態になりました。
そんな窮状を救ったのは、同じ千
葉県にある産直産地の旭鶏園でし
た。自社も被害を受けたにもかかわ
らず、菜の花エッグのたまごを受け
入れ、パッキングして出荷しました。
ほかの産地も被災で減った出荷分を
懸命にカバーし、いつものたまごを
いつもの価格でお届けできました。

（白玉）

価格のつけかたが違う

■たまごの市場価格

産地どうしのたすけあい

産直たまご

たまごのことを考えてみましょう。

NON-GMO
とうもろこし

NON-GMO
大豆かす

飼料米を20%以上配合

214 円（税込）/6 個

コア・フード
平飼いたまご

飼料のすべてNon-GMO
国産飼料を10%以上使用

311 円（税込）/6 個

価格は標準価格です。

たまごかけ
ごはんで、
ぜひお試しを！
鶏の習性を活かした巣
箱で産卵する鶏たち
（JAやさと/ 茨城県）

150
100
50

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

JA全農たまご東京M基準

では…

継続的に生産者が飼料や飼育方法に
こだわった卵を生産し、組合員に安
定した品質でお届けできるよう、高
価な非遺伝子組み換えの飼料や紙
パックの費用などを考慮して価格を
設定。市場に左右されず、年間を通
して安定した品質と価格でお届けす
ることに努めています。

リサイクル
にも配慮した
紙パック

安全・安心な
Non-GMO
飼料

価格の
なかみは？

飼い方

窓のないウインドレスの
鶏舎が一般的です。パル
システムでは、できるだけ
自然に近い環境で育てよ
うと、太陽の光と自然の風
が入る鶏舎を採用してい
ます。

◉ウインドレス鶏舎

窓がないため換気扇で空気の入れ
替え。照明で昼夜の時間を人工的
に調節。台風などによる停電で、
鶏が大量死した例も。

◉産直たまご・こめたまごの鶏舎
外気が入るので、夏場などは特に
こまめな管理が必要。ケージ飼い。

ちょっと

気になるたまごの話

たまごとコレステロール
血中のコレステロール値と食事から摂るコレステロールの量は、関
連が少ないことがわかってきました。すでに2015 年の食事摂取基
準から、コレステロールの目標量はなくなりました。たまごはたんぱ
く質やカルシウムなど、多くの栄養素を含みます。1日2個くらい＊は、
さまざまな料理に利用したいですね。
＊食事指導を受けている方は医師に相談を。
ックは
たまごパ ネ
返して

黄身の色と栄養
黄身の色は、鶏が食べる飼料で変わり
ます。飼料米では黄身の色が薄く、パ
プリカなどを混ぜると濃くなります。色
は栄養価やおいしさには影響しません。

モウルドパック
（紙パック）
は
通気性がよいので、
パックのまま
冷蔵庫に。

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。

■ゲノム編集は有機に不使用を確認

■アフリカの科学者がネオニコ規制勧告

■GM 蚊の放出実験、懸念よそに実施

有機 JAS でのゲノム編集作物の取り扱いについて、生
産団体・消費者団体と農水省との意見交換会が 2019 年
12 月 20 日に開催されました。農水省は、ゲノム編集作物
を不使用とするJAS 改定案を出していますが、改めてその
方向を確認しました。集会には発足したばかりの「食の安
全議員連盟」の議員も参加、ゲノム編集食品の規制と表示
に向けた取り組みが表明されました。
※パルシステム東京もパブリックコメントを出しています。

アフリカの科学者ネットワークNASACと南ア科学アカデ
ミーは、共同でネオニコチノイド系殺虫剤（ネオニコ）がアフ
リカの環境を汚染し、生態系と持続可能な農業に対する脅
威になっているとして、緊急の予防的アプローチを求める
報告書を発表しました（有機農業ニュースクリップから）。
先進国で規制された農薬の途上国での販売は、過去に有
機塩素系農薬などが問題になっています。

マラリアなどの感染症を媒介する蚊を撲滅するため、
遺伝子組み換え
（GM）の蚊を放出する実験が世界各地で
実施されています。ブラジルでの実験では十分な効果が
なく、逆に一代で死ぬはずの GM 蚊の子孫が見つかって
います。
ゲノム編集を利用した方法（遺伝子ドライブ）
も検討され
ていて、生態系への影響を懸念する声があがっています。

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

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

