「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。

2月

パルシステム東京のホームページでも公開
ノーベル化学賞授賞で話題になった
「ゲノム編集」
。日本でも、ゲノム編集
食品の届出があり、今後、流通する見通しです。
注目を浴びる技術の裏側は ?

ゲノム編集とは ? 遺伝子組み換えとの違いは ?

FOOD
NAVIGATER

vol.116

ゲノム？
新しい
ゲームか？

ゲノム編集は
ノーベル化学賞を
授賞して︑
いま注目され
てるからねー

すごい ！
食べてみたいな

ゲノム編集食品

2021年 1月18日 発行

日本で初めて、
ゲノム編集食品が
届出されました

「ゲノム編集」の「ゲノム」
とは遺伝子の DNA 配列のこと。
「ゲノム編集」は遺伝
子の特定部分を切断・破壊したり、別の DNAと置き換えたりする技術で、遺伝
子組み換え技術に代わって広がりつつあります。
両者は遺伝子を操作する点では同じですが、以下のような違いがあります。

遺伝子を
切ったりして︑
品質を変える
技術よ︒

へえ︑
そうなんだ

でも︑まだ

食べ続けた影響が

どうなのかとか︑

わかっていない

ことが多いのよ！

ふーん︒
じゃ︑ゲノムより
ゲームのほうが
いいや︒

１２
３４

別の生物の遺伝子を組み込む

遺伝子の一部をピンポイントでねらって切断
（切断した箇所に別の遺伝子を組み込むものもあり）
成長を抑制する遺伝子を壊し、
大きな作物をつくるなど
ナイン

ノーベル賞を受賞したクリスパーキャス 9 って ?
昨年のノーベル化学賞は「クリスパーキャス 9」※とい
う、ゲノム編集技術の開発者が受賞しました。ねらった
遺伝子を簡単に正確に操作できる技術で、医療や農業な
ど広範囲で活用され始めています。
この技術で作られたトマトが昨年 12 月に、日本初のゲ
ノム編集食品として届出されました。健康効果などが注
目される技術ですが、さまざまな意見が出ています。
※案内役のガイドRNAが遺伝子の特定の場所を指示し、ハサミ役のキャス9
（酵素）
が切断する技術。

ゲノム編集の安全性は？
ねらった遺伝子とよく似た配列を、間違
えて切断してしまうオフターゲットが起こ
る可能性はゼロではありません。何十億も
あるDNAを、100% 正確に切断すること
は難しく、予期しない悪影響が起きる可能
性が指摘されています。

ゲノム編集食品には
「原則として反対」の姿勢を
貫き、以下の対応を進めていきます。
・原料におけるゲノム編集食品不使用を追求する
ため、産地や取引先と協力
・ゲノム編集食品として届出、表示された食品は、米・青果の農産物、プライベー
トブランド商品では原則排除
・消費者が選択できるよう、必要な情報開示や表示の義務化を国に求める

食品の安全性は審査しているの？
ゲノム編集食品は別の遺伝子が組み込まれるかどうかによって安全性審査の
有無や表示の義務が違い、消費者は見分けにくくなっています。

外来の遺伝子
または
遺伝子断片
を入れる

遺伝子が機能を失う

遺伝子が新たな機能をもつ

パルシステム東京では、ゲノム編集食品の規制や安全性の確保などについて、
国に意見、要望を訴えてきました。

【主な意見書・署名の取り組み】
2018 年 5 月

意見書「ゲノム編集等、遺伝子操作技術の規制について」

2019 年 2 月

意見書「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生
上の取扱いについて」

2020 年 1 月

表示や安全審査等の義務化を求める署名を実施。パルシステム
グループ全体で 9 万 475 筆の署名を関係省庁に提出。

今後も情報開示や表示の義務化を国や行政に求めていきます。

ゲノム編集食品についてもっと知りたい！
ゲノム編集食品の学習会を下記の日程で行います。
参加をお待ちしています！

2021 年 3 月 7 日（日）

天笠 啓祐 氏（日本消費者連盟顧問）

※DNA の切断は自然界でも起きるため、安
全性審査は不要との見解
⇒人為的な遺伝子切断を自然現象と同等
とする見解に疑問が残る

※外来の遺伝子及びその一部が組み込まれ
るものは、遺伝子組み換えと同様の審査が
必要との見解

時間、参加方法などは現在調整中です。詳しくは今後の「週刊 WITH YOU」
または
パルシステム東京ホームページをご覧ください。
※開催内容は変更の場合があります。

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。
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1 年で一番寒い季節。あったか
野菜で身体を芯から温めましょ

m
o
r
f
る
k
n
え
i
から 考
Th Kitchen

う。東洋医学では、
「冬は土の
もの＝旬の野菜」
が身体を温め
るといわれます。身体が温まれ

発行

2021年

ば免疫力もアップ。今年は冬野

1 月18 日

菜をたっぷり摂って、体調を整
えましょう。

あったか野菜で冬に勝つ！
め
おすす

冬野菜が身体を温める！

しょうがは身体を温めますが、生と加熱や乾燥させ
たものとでは効果が違います。生のしょうがに含まれ
るジンゲロールは、解熱や殺菌作用があり、体内の
熱をとって身体の表面を温めます。風邪の引き始め
など、熱が出そうなときにおすすめです。
一方、
しょうがを加熱したり乾燥すると、ショウガオー
ルが生成されます。胃腸の働きを活発にして、身体を芯
から温めるので、冷え対策には加熱や干したしょうがを。

東洋医学では身体を温める野菜を
「陽」
、冷やす野菜を
「陰」
と区別しています。
寒い季節にはできるだけ陽性の野菜を摂る、
「食養生」
がすすめられています。
陽性の野菜を見分けるには、いくつかポイントがありますが、ざっくりまとめれ
土の下で育つ冬野菜 がそれ。また、代謝を高める酵
ば 寒い時期に収穫する、
素を含む発酵食品も、身体を温める作用があるといわれています。

おおむね次の 3つのいずれかに当てはまります。
土の中で
育つもの

寒い地域や
季節に採れるもの

黒や暖色系の
色をしているもの

生野菜サラダなどは、
身 体を冷やす「陰」の
野菜がメイン。食べた
いときは、温野菜を加
えたり、唐辛子やニン
ニクなどの香辛料をド
レッシングに使い、陽
と陰のバランスをとり
ましょう。

さわやかな辛みをいろんな料理に

和郷園のある千葉では、霜がおりる
11 月初旬にはすべて収穫して貯蔵しま
す。いま出荷しているのは、辛みや香り
がのった成熟したしょうがです。
冬になると母がしょうがを薄く切って干
し、粉末にしていたのを思い出します。お茶やみそ汁に入れた
り、いろいろ使っていましたね。
（安藤高志さん / 和郷園）

あります！
野菜のほかにも

根菜類が身体を温めるのは
・水分が少なく身体を冷やさない
・ビタミンやミネラルが豊富で、血行を促進したり、
筋肉・血液を作るたんぱく質の働きを助ける
ためといわれます。
れんこんやごぼう、大根など比較的固い野菜が
多いので、コトコトやわらかく煮て、温かさを楽し
みたいですね。
ちなみに、大根は生のままだと身体を冷やす効
果があります。熱があるとき、のどが痛いときの大
根おろしは、消化もよくおすすめです。

身体をあたためる

発酵食品

発酵食品に含まれる酵素は、腸内環境をよくして代謝を活発にします。
冬野菜と組み合わせてどうぞ。

納豆

キムチ

チーズ

みそ

しょうゆ

甘酒

など

漬物

あったか野菜 の あったかレシピ

地域にれんこん農家はうちだけ

子どものころから慣れ親しんだ自然を守
りたいと、サラリーマンを辞めて親父の
跡を継ぎました。真冬の収穫作業は寒く
てつらいけれど、
「おいしかった」のみな
さんの声が励み。機会があったらオンラ
インで、れんこんの収穫をお見せしたい
です。
（岡田祐樹さん/エコーたまつくり・
茨城県）

根菜の土鍋仕立て
肉みそ添え
だしでやわらかく
煮た根菜を、
甘めの肉みそで

具だくさん豚汁しょうが風味

いつもの豚汁に、おろししょうがを
きかせて
だいどこログ

検索

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。

■ゲノム編集食品、国内初の届出
筋肉の多い牛や、育ちが早く大きな魚など、ゲノム編集技
術を使った食品の研究は以前から進められてきました。昨年
末には日本で初めてのゲノム編集食品として、高 GABAトマ
トの届出がされました。血圧の上昇を抑えたり、ストレス軽
減の効果があるGABA の含有量が、通常のトマトより多いと
されています。他の遺伝子を挿入していないので、安全性の
審査や表示は必要なしで、流通できるようになります。
ゲノム編集作物は栽培中に花粉が拡散し、一般の作物と

■映画「タネは誰のもの」上映会を行いました
交雑する可能性も指摘されており、生態系への影響が不明
ともいわれています。国には消費者が選べる枠組みを作るこ
とが望まれます。
ゲノム編集で実用化または研究されている食品の例
芽に毒素を
つくらない
ジャガイモ

詳細はパルシステム東京のホームページで

アレルギーに
ならない米

筋肉の多い
牛や豚

パルシステム東京

育ちが早く
大きな魚

検索

種苗法がテーマのドキュメンタリー映画「タネは誰のもの」上
映会を、昨年 12 月にパルシステム東京新宿本部とオンライン
で開催しました。組合員 171 名に加え、パルシステムの生産者
も参加。映画上映後、パルシステム連合会・那須豊部長による
「パルシステムの取り組み」
についての解説を通して、種苗法の
問題について考えました。種苗法一部改正法案は成立しました
が、パルシステムはこれからもこの問題を注視し、タネと農業
の未来について考える取り組みを行っていきます。
http://www.palsystem-tokyo.coop/

