shodai bio nature のオーガニックへの取組

Declaration of Our Food Philosophy フード フィロソフィ宣言
”オーガニック素材や自然由来素材を中心とした食文化”の創造と継承を生産
者と共に目指します。全ての人が自然の摂理を感じ、心身共に健康で幸福で
ある事を願います。
・“自然への畏敬と感謝、生態系との調和と共生”
・”オーガニック素材と自然素材により生まれる食文化”の推奨と推進
・”フェアトレード、国際基準に基づいた チョコレートとコーヒーの取引”の推奨
・”国内外の稀少価値農業生産者の保護とプロモートとダイレクトトレード”の推奨
・”遺伝子組換え素材 人工甘味料 トランス脂肪酸 人工香料 保存料 化学素材”
などの完全な廃止を目指します
（何世代にも渡り人の心や身体に影響を与える化学素材へのゼロ挑戦）
・”自然の摂理に沿った正しい食に関するフィロソフィ”の推進

【cake different】ケイク ディファレント
shodai bio nature の food philosophy において目指しているオーガニック素材生産者
とオーガニック商品製造を推進し、今まで以上の試みとしてマカロンとケイクなどを中心
にオーガニックへの取り組みを始めたいと思っています。JAS 及び海外認定オーガニック
素材、オーガニック認定は受けていないが無農薬、自然栽培したもの、nonGMO や化学
素材を使用していない商品の基準を設け【different 違い】【macaron different 】
【cake different 】ディファレントと名付けさせて頂きました。
オーガニック有機生産者は、一般の農業生産者から見れば異端児であると思っています。
自然災害や病気と闘いながら私達により安全なものを届けるために野菜、果実、穀類、木
の実、乳製品や卵の栽培に人生をかけている人々がいます。オーガニック有機生産者を尊
敬しこのマイノリティの人びとを応援する事が私達 shodai bio nature の food
philosophy の取組と実現の使命でもあると思っています。
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【shodai bio nature のこれからの取り組み】

オーガニックや自然素材を選んで食べるのは、個人の考え方があっての事でオーガニッ
クや自然素材を食べなければいけない事はなく、個人の自由な意思を尊重すべきだと思っ
ています。またエキセントリックにオーガニックでなくてはならないと声高く叫ぶつもり
もありません。
ただ、消費者は自分達や子供達や愛する人が食べる食べ物の正体は知っておく必要があ
ると考えています。
その上で判断する事が望ましいと思います。また責任だとも考えています。人それぞれ
に価値は違って当たり前だと思います。お金が大切な人、車が大切な人、洋服が大切な人、
住宅が大切な人、趣味が大切な人、その人の価値は自由です。ただ健康を守れる大半は食
べ物であると言う事を忘れて欲しくないと思います。
作り手としてはなるべく自然な素材で出来た食べ物を推奨すべきだと僕は考えています
誠実で嘘のない【心と身体が美味しい】と感じるものを提供したいと思っています。
shodai bio nature でも完璧なオーガニックではありません。完璧なオーガニックなもの

もありますが、できる限り素材の安全性や産地は明確に表示出来るものを使用し、今まで
以上に発信して行きたいと思っています。やっと今回具体的にマーク化する事でお客様へ
の正しいメッセージが伝えられるような気がしています。
作り手として、お客様の心と身体の健康に責任を持つべきだと思っています。素材や製
法に自分の良心が痛むような素材は出来る限り使用しない。今日より明日がより健康的な
素材でお菓子を作るべきだと思っています。
1)オーガニックの使用度合いをマーク化し%で表現します。
2)GMO の使用をマーク化します。
3)小麦の使用をマーク化します。
4)卵の使用をマーク化します。
5)乳製品の使用をマーク化します。
6)人工色素の不使用をマーク化します。
7)人工香料の不使用をマーク化します。
8)防腐剤不使用をマーク化します。
9)トランス脂肪酸不使用をマーク化します。
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オーガニック素材の
使用度合い % 表示

卵

使用表示

人工的香料
不使用表示

遺伝子組み換え素材
不使用表示

牛乳

使用表示

人工的香料
不使用表示

小麦

使用表示

人工的着色料
不使用表示

トランス脂肪酸
不使用表示
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オーガニックの基礎用語と不自然な食べ物の豆知識
オーガニック（organic）仏語ビオ（bio）
１ 有機体の。「オーガニックコンパウンド（有機化合物）」
２ 化学肥料や農薬を使用しない野菜や、添加物を入れていない食料品などをさす言葉。
「オーガニックパスタ」
【SDGs】
「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。そもそもど
う発音するかというと、SDGs（エス・ディー・ジーズ）です。時々エス・ディー・
ジー・エスと読まれる方がいらっしゃるのですが、最後は Goals（ゴールズ）の略です。
SDGs は 2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193 か国が 2016
年～2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。

GMO 遺伝子組換え作物 世界一の輸入量（いでんしくみかえさくもつ）は、遺伝子組換え
技術を用いて遺伝的性質の改変が行われた作物である。
日本語では、いくつかの表記が混在している。「遺伝子組換作物反対派」は遺伝子組み換
え作物、厚生労働省などが遺伝子組換え作物、食品衛生法では組換え DNA 技術応用作物、
農林水産省では遺伝子組換え農産物などの表記を使うことが多い。
英語の genetically modified organism から GM 作物、GMO とも呼ばれることがある
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モンサント社（英語: Monsanto Company）は、かつて存在した、アメリカのミズーリ
州 クレーブクール[3]に本社のあった多国籍バイオ化学メーカー。2018 年 6 月、バイエ
ルによる買収・吸収が完了し、モンサントの企業名は消滅した[4]。モンサント社
有名な除草剤であるラウンドアップを開発した企業であり、この除草剤に耐性をもつ種苗
（遺伝子組み換え作物）を開発し、除草剤とセットで販売していた。バイオ化学メーカー
としては世界屈指の規模と成長性を誇り、ビジネスウィーク誌が選ぶ 2008 年の世界で最
も影響力がある 10 社にも選ばれた。 一方、民間療法と有機栽培を強力に推奨し、遺伝子
組換え作物を拒否している団体であった Natural Society は、モンサント社の遺伝子組換
え作物やラウンドアップなどが人間の健康と環境の両方を脅かすとし、モンサント社を
2011 年最悪の企業に選出
【モンサント関連】
今日 30 日の 日経新聞夕刊に[バイエル 1.2 万人を 21 年度迄に削減、種子の大手モンサン
トを買収した農業関連の分野など]と 報道されています。理由は、今年の 8 月米国カリ

フォルニア州でモンサントのラウンドアップで、癌になったとして 320 億円の賠償を命
じられて以来 、株価が 4 割も下がったことだと。
それにバイエル、モンサントは家畜やペット等アニマル ヘルスの医薬品分野からも撤退。
ついに、モンサント等の遺伝子組み換え食品、 その除草剤ラウンドアップも有害性が立
証されない限り安全であると 国民を欺いていたことが 明らかになり、バイエルも撤退を
余儀なくされたのです。
【遺伝子組換え食品から子どもを守る！ 全米各地で動き出したママたち】

アメリカではオーガニック市場が毎年 3 割増の勢いで伸びている。その背景の一つにあるのが、遺伝
子組換え食品に対する消費者の不信感の高まりだ。市民団体「マムズ・アクロス・アメリカ」は、全米
各地の母親たちをつなぎ、遺伝子組換え食品に NO を唱えるムーブメントをつくり出してきた。2017
年 3 月に来日した創立者のゼン・ハニーカットさんは、「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペー
ン」主催の学習会で、日本の母親たちにも行動を呼びかけた。
アレルギー反応で生死をさまよった息子

――ゼン・ハニーカットさんは、3 人の男の子の母親。自身は食べ物によるアレルギーと無縁で育った
のに、息子たち全員に何らかのアレルギーがあると分かったときは、とてもショックだったという。
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ゼン 息子の一人は、感謝祭のディナーに入っていたピーカン（クルミの一種）が原因でアレルギー反
応を起こし、生死をさまよったことがあります。アメリカでは毎年多くの子どもたちが食物アレルギー
で亡くなっています。子どもの 3 人に一人が肥満、12 人に一人が食物アレルギー、20 人に一人が発
作性疾患を持っているなど、大変心配な現実を示す統計もあり、こうしたことが新しい常識となりつ

つあります。
私はこんなことがあってはならないと思い、一生懸命調査を始めました。私の子どもたちの疾患の

原因を調べ、食品業界を変える運動をしていくなかで、世界中の優秀な科学者や医師、農家の方々とも
出会いました。

そこで分かってきたのは、アメリカ人は世界で最も多くの遺伝子組換え食品を消費していること。遺
伝子組換え作物と一緒に使われる農薬も摂取しているということ。そして、最悪の健康状態にあるとい
うことです。
￼
2017 年 3 月の来日講演で日本の母親たちに呼びかけるゼンさん
――ゼンさんによれば、アメリカの加工食品のうち、なんと 85％に何らかの遺伝子組換え原料が使わ
れているという。
ゼン 遺伝子組換え作物は主に 3 種類に分けられます。一つは殺虫毒素を持つ細菌（Bt）の遺伝子が

組み込まれ、作物そのものが殺虫成分を持っているものです。こうして害虫抵抗性を組み込まれた「Bt
コーン」は、アメリカでは農薬として登録されています。
二つ目は、除草剤耐性を持ったもの。畑に除草剤をまくと、周囲の雑草は枯れても、作物のほうは
遺伝子が組み換えられているので枯れずに残ります。

三つ目は、望むような形質を持たせるために、特定の遺伝子を起こしたり、あるいは眠らせたりし
たものです。こうした操作をすると、本来発現すべきでない遺伝子を起こしてしまったり、本来は機能

しなければいけない遺伝子を眠らせてしまいかねないという遺伝学者もいます。こうして作られた食べ
物を子どもが食べたとき、何が起きるのかはわかっていません。

母親たちが地元でできる運動を
――ゼンさんは、食卓を担っている多くのお母さんたちに、少しでも早く遺伝子組換え食品の問題を知
らせるにはどうしたらいいか考えた。
ゼン お母さんたちが無理なく地元でできる運動を考えました。7 月 4 日の独立記念日に、各地で開

催されるたくさんのパレードに参加すれば、1 日で地域の数千人、アメリカ全土で数百万人の人に私た
ちの主張を知らせることができます。そこで 2013 年に、44 州で 172 のグループがそれぞれの地元の
パレードに参加しました。フェイスブックには 1 週間で 30 万人近くの訪問があり、いろいろな体験談
も寄せられるようになりました。
￼

母親たちによるパレードはアメリカ全土に広がった

――全米各地で反対運動のうねりが起こり、2014 年にはバーモント州で、全米初となる遺伝子組換え
食品の表示義務化法が成立した。その後、2016 年 7 月には合衆国連邦議会で、遺伝子組換え食品表示
義務化法（通称、GMO 表示義務法）が成立。しかしこの法律によって、先に成立した州法は無効化さ
れたうえ、大きな抜け穴ができてしまった。

ゼン 商品のパッケージには、問い合わせ先にアクセスするための電話番号、ウェブサイト、QR コー
ドなどしか載せなくてよいので、今でもアメリカ人の多くの人は、多くの商品に遺伝子組換え原料が使
われていることを知りません。私たちの運動はある意味で成功したものの、「表示を求める」という
運動に注力したがために、表示以下のものしか得られませんでした。日本のみなさんには、ぜひ「遺
伝子組換え食品の禁止」を求めてほしいと思います。
￼
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日本には食品の遺伝子組換え表示制度があるが、表示されない遺伝子組換え原料が多くある
腸の善玉菌を殺してしまうグリホサート
――遺伝子組換え作物の 80％は、除草剤耐性の

ものが占める。多くの場合、栽培時に一緒に使わ
れるのが、遺伝子組換え大手企業が製造する、グ
リホサートを主成分とする除草剤だ。
ゼン アメリカでは、遺伝子組換えでなくても小
麦や大豆の収穫時に乾燥を早めるためにグリホ
サートが使われています。また、抗菌剤としても

登録されており、腸の中の善玉菌を殺し、サルモ
ネラ菌や大腸菌といった悪い菌が増殖するといわ

れます。その結果、善玉菌が生成しているセロトニン（インシュリンを抑制、感情をコントロール）や、
メラトニン（不足すると睡眠障害を起こす）など重要なホルモンが不足するといった指摘もあります。

グリホサートの懸念はそれだけではありません。摂取した栄養素を固定して不活性化してしまうので、
体内に必要な栄養素を取り込めなくなるほか、発がんとの因果関係が指摘されています。米国の環境保
護局（EPA）の資料でも、内分泌のかく乱を引き起こし、生殖に直接かかわる影響もあるとされてい
るのです。
「害虫や雑草との闘いのために、子どもたちの健康が脅
かされています」と話すゼンさん
市民の手で、グリホサートの残留検査を実施

――遺伝子組換え食品を食べないようにした結果、ゼン
さんの息子のアレルギーは指数にして 19 から 0.2 と軽
くなり、医師からは、もう生死をさまようような危険は
ないと言われている。マムズ・アクロス・アメリカにも
同様の経験談が寄せられる。しかし、遺伝子組換え推進
派は科学的証拠がないと主張する。そこで、ゼンさんた
ちは証拠を集めることにした。
ゼン 私たちは、市民による初のグリホサートの検査を

行いました。2 番目の息子の尿からは、1 リットル中に 8.7μg という値が出ました。これは、ヨー
ロッパで環境保護団体が行った同様の検査の最大値 1.82μg の 4 倍以上の数字です。私は非常に怒り

を覚えました。遺伝子組換えをやめて約 1 年がたっていたのに、なぜこんな数値が検知されるのかと。
分かったのは、グルテンにアレルギーがあるほかの息子たちと違い、この子だけが小麦を食べていた
ということです。小麦は、遺伝子組換えでなくても、有機でない限りグリホサートが使われているので
す（※）。
※現在、遺伝子組換え小麦の商業栽培は認可されていません。
￼
全米各地から、尿や母乳に含まれるグリホサートの検査に協力する母親たちが現れた
ちょうどこのころ、この子は体調が悪く、病院を受診したところ、腸内に炎症を起こす真菌が検出

され、また、19 種もの食品に過敏症であると分かりました。真菌を抑える治療を受けながら、とにか
く有機の食品を選び、グリホサートを徹底的に除去する食生活に変えました。さらに腸の善玉菌を増

やすために発酵食品をとるようにしました。その結果、6 週間後にもう 1 回検査をしたら、グリホサー
トは不検出になっていました。
私たちの検査では、がんの子どもの栄養補給剤や、子ども用ワクチンの検体 5 本すべてからグリホ
サートが検出されました。恐らく遺伝子組換えの飼料を食べた動物を原料としたゼラチンでワクチン
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を培養しているからではないかと思われます。ところが、アメリカ食品医薬品局（FDE）やアメリカ疾
病管理予防センター（CDC）などは、全くこのことを取り上げていません。
「有機の食品は高いといわれますが、
健康被害や遺伝子組換えに使われてい
る税金などのことを考えれば、本当は
とても安いのではないかと思います」
（ゼンさん）
私たちの手で未来は変えられる

――マムズ・アクロス・アメリカは、
情報公開法を使って、遺伝子組換え大

手企業によるグリホサートの安全評価
資料を入手。ホワイトシュリンプ（クルマエビの一種）は、グリホサートの含有濃度が 5.2ppm を超
える環境だと 4 日間で死亡するという記述があった。しかし、アメリカでは砂糖の原料になる甜菜に
は 25ppm のグリホサートの残留が許可されている。また他の研究では、濃い塩水の中でも、グリホ

サートが 325 日間活性を続けるということが分かっている。
ゼン 胎児の最初の大きさはエビぐらいです。そして羊水は濃い塩水です。妊婦たちが毒性にさらされ

ていると疑わざるをえません。とにかく食生活を有機に切り替えることで、状況は変えられるのでは
ないでしょうか。有機食品を買うだけで、私たちの健康、未来、国の未来も変えることができます。地
元の農家を守り、豊かで健康な大地を取り戻すこともできるはずです。
どうぞ日本のみなさんも、自分の国が有機の国になるかもしれないと想像してみてください。まず

は仲間を見つけ、有機のものを食べようと誓いを立てることです。一人のお母さんが 10 人の友達と一
緒に映画を観て、その 10 人が 10 人に、その 10 人が 10 人にと広げていけば、1000 人以上の人が、
このことを知ることになります。
￼
全米各地で行われたアピール行動には、母親だけでなく、多くの父
親たちも参加した（写真＝「マムズ・アクロス・アメリカ」ホーム

ページより ©Moms Across America）
誰にも何かを成し遂げる、前に進んで行く力があることを、私は

母から教わりました。みなさんも、誰もがかけがえのない存在であ
り、一緒になれば何かできるのではないかと思ってほしいです。私

たちは絶対にあきらめません。なぜなら、子どもへの愛は絶対に終
わらないからです。
※本記事は、2017 年 3 月 9 日に東京ウィメンズプラザで開催され
たワークショップ「アメリカでがんばるママがやってくる！子ども
たちの食べものを変えよう」を基に構成しました。

【ところが、日本だけはこの世界の流れに逆走しています】
政府は、遺伝子組み換え食品、除草剤ラウンドアップ さらに中国
で双子が産まれて問題になった ゲノム編集 による食品も安全であ
ると強弁しています。

このラウンドアップで癌になることの裁判に立ち会った、米国での
遺伝子組み換え食品反対運動のリーダー、ゼンハネカットさん(写真
右）
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【除草剤で末期がんに、米裁判 モンサントに約 320 億円の支払い命じる陪審評決】

2018 年 8 月 11 日 12:58

【8 月 11 日 AFP】米カリフォルニア州在住で末期が
んと診断されている男性が、がんになったのは農薬大

手モンサント（Monsanto）の除草剤「ラウンドアップ（Roundup）」のせいだと同社を提訴した裁
判で、陪審は 10 日、モンサントに約 2 億 9000 万ドル（約 320 億円）の支払いを命じる評決を出し

た。
陪審は全員一致で、モンサントの行動には「悪意があり」、除草剤「ラウンドアップ」とその業務用
製品「レンジャープロ（RangerPro）」が、原告のドウェイン・ジョンソン（Dewayne Johnson）
さんの末期がんの「実質的」な原因だったと結論付けた。モンサントは上訴する意向を示した。

8 週間の裁判で、サンフランシスコの裁判所の陪審は、懲罰的損害賠償金 2 億 5000 万ドル（約
280 億円）と補償的損害賠償金や、その他の費用を合わせた計約 2 億 9000 万ドルを支払うようモン

サントに命じる評決を出した。
グラウンドキーパーとして働いていたジョンソンさんは、2014 年に白血球が関与するがんの非ホジ
キンリンパ腫と診断された。同州ベニシア（Benicia）にある学校の校庭の管理にレンジャープロの
ジェネリック製品を使用していたという。

世界保健機関（WHO）の外部組織である「国際がん研究機関（IARC）」は 2015 年にラウンド
アップの主成分であるグリホサートを「おそらく発がん性がある可能性がある」物質と指定し、カリ

フォルニア州が同じ措置を取った。これに基づいて、この裁判は起こされた。
モンサントは声明で「ジョンソン氏と家族に同情する」と述べた一方、「過去 40 年、安全かつ効果
的に使用され、農業経営者らにとって重要な役割を担うこの製品を、引き続き精いっぱい擁護してい
く」として上訴する意向を示した。
■同様の訴訟 相次ぐ恐れ
今回の裁判は、モンサント製品のせいでがんを発症したと提訴し、公判にこぎ着けた最初のケース

だった。モンサントが敗訴したことで、最近ドイツの製薬会社バイエル（Bayer）に買収されたばかり
の同社を相手取って数百件の訴訟が起こされる可能性が高まったと専門家らは指摘している。

法廷で頭を垂れて座るジョンソンさんの後方に座っていたジョンソンさんの弁護団の一員で故ロバー
ト・ケネディ（Robert Kennedy）元司法長官の息子に当たるロバート・ケネディ・ジュニア
（Robert F. Kennedy Jr）氏は、「この評決をきっかけに、今後、新たな裁判が次々に起こるだろ
う」と述べた。(c)AFP/Glenn CHAPMAN
【絶滅危惧人種世界 1 位】

人口問題研究所（ＰＲＢ）が行った調査では、急速な勢いで人口が減少し、絶滅の危機に瀕している
５つの民族が挙げられ、その筆頭に日本が入った。

日本の人口は２０５０年までに現在の１億２６９８万１千人から９５１５万２千人へと２５％も減少
し、６５歳以上の老齢人口は国民の２３％に達する。
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人口減少の原因は、人口老齢化、出生率低下、高額な住居と若い世代の可能性が制限されているため
に外国へ流出する人口の増加が挙げられた。
絶滅の危機に瀕す民族リストにはウクライナも入っている。ウクライナでは２０５０年までに人口は２

３％縮小し、３５２７万３千人になる。人口減少の理由にはクリミアのロシアへの再編入、軍事行動、
人口流出が挙げられた。
ほかに挙げられたのは、ボスニア＝ヘルツェゴビナで２０５０年までに人口は１９．６％縮小し、３
０７５万人になる。

またブルガリアも１８．２％減の５８９万４千人に、グルジアも１７．２％減の３５９１万人になる見
込み。
日本は、内戦まありません。今でも世界一平和な国と言われています。ではなぜでしょうか？この原因
は食べ物であると言わざる得ません。GMO、添加物、農薬の使用により化学食品とかした食べ物への
依存から生まれた、精神や身体を蝕みつづきけた事が原因であると思われます。日本人成人男性の 7
割に精子の異常があると言われています。これは女性でも同じ事が言えると思っています。昔から見れ
ば鬱などを含めた精神異常や ADHD や不妊や流産や死産の多い事を見ても食べ物の影響が多い事は顕
著であると思われます。
【世界一使用量日本の添加物】

日本では、食品衛生法により食品添加物のルールが定められており、
① 指定添加物 ② 既存添加物 ③ 天然香料 ④ 一般食品添加物

の 4 種類に分類され、日本の食品添加物の合計は約 1,500 種類以上あるといわれています。国ごとに
認可されている「化学合成添加物」を比較したデータによると、日本は 351 品目、アメリカが 133 品
目、ドイツが 64 品目、フランスが 32 品目、イギリスが 21 品目と日本の数字が飛び抜けて大きいこ
とがわかります。
もちろん食品添加物の定義や規制は、国によって異なるものなので、単純に比較することはできませ
ん。いずれにしても日本は添加物の消費が多いということは確かなようです。
￼

【食品添加物の危険性】

食生活を便利にするために使われる食品添加物ですが、危険性が指摘されている添加物もあります。身
近な食品に含まれているものがありますので、いくつかご紹介したいと思います。
アスパルテーム
＝＞ 清涼飲料水、ガム、アイスクリームなどに使われる合成甘味料。動物実験では脳腫瘍・リンパ
腫・白血病を引き起こす可能性が発見されています。
L-グルタミン酸 Na(ナトリウム)

＝＞ インスタント食品などでは「調味料(アミノ酸等)」と表示されることもあります。味覚神経を鈍
らせ麻痺させたり、脳神経も麻痺させてしまうといわれます。

亜硝酸ナトリウム
＝＞ ハムやソーセージ、魚肉ソーセージ、イクラなどに使われる発色剤。肉や魚に含まれるアミノ酸

と反応し、発ガン性物質ニトロソアミンを作リます。また吐き気、下痢、貧血、中枢神経麻痺などの原
因になるといわれています。
ショートニング
＝＞ 菓子パンやクッキーなどに使われて、サクサク感を出す調味料

ソルビン酸、ソルビン酸カリウム
＝＞ かまぼこ、ちくわ、はんぺん、漬け物、イカの燻製、ワインなど幅広い食品の細菌やカビの増
殖を抑え腐敗を防ぐ保存料理
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食品添加物という観点から食事を見直す
食品添加物の問題をひとことで語る事は難しく、全てを善か悪かで判断できるものではありません。

また、ある程度の量を守れば健康にも害がないといわれています。むやみに恐れて厳密に避けようとす
るのは現実的ではないかもしれません。それでも意識して、なるべく添加物や化学調味料が含まれてい
ないものを選ぶように心がけることはできます。
まずは、普段買い物する食品に何が含まれているのか、確認する習慣をつけましょう。

食品表示ラベルの見方については、以前の記事「食品表示ラベルの見方」でご紹介しましたので、参
考にしてください。
この機会に日頃の食生活を見直してみるのはいかがですか？

【トランス脂肪酸】
狂った油、食べるプラスチック

トランス型不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸は、構造中にトランス型の二重結合を持つ不飽和脂肪酸。
トランス脂肪酸は天然の動植物の脂肪中に少し存在する。水素を付加して硬化した部分硬化油を製造

する過程で多く生成される。マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング、はそうして製造され
た硬化油である。 サラダ油、マヨネーズ、ドレッシングなど
トランス脂肪酸が原因と考えられる疾患
肌のトラブル⇒肌荒れ・シミ・シワ・アトピー性皮膚炎など
・細胞の修復異常⇒癌細胞の発生
・血管壁の修復トラブル⇒動脈硬化

・ホルモン系のトラブル⇒ホルモンは脂質から作られるため
・認知症・うつ・精神的なトラブル⇒脳の 60％は脂質で形成されているため
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【農薬使用量世界 3 位】（面積当たり）

この農薬使用率の高さの理由の 1 つは日本の気候。
日本の多雨そして温暖な気候は作物の生育に好条件ですが、湿気により害虫も発生しやすい環境。
害虫被害による出荷の減少は、農家にとっては死活問題です。
虫食いがある農作物は消費者の印象も悪いため、必然的に農薬の量も増えてしまうのでしょう。
海外で規制されているものも使いたい放題
そして、量だけでなく、日本で使用されている農薬自体も問題。

2013 年以降、EU 全域で全面使用禁止され、その後、韓国、アメリカやカナダの各州で次々に規制、
毒性がとても高く禁止されたネオニコチノイド系農薬も日本では野放し状態。
世界の作物の 100 種類中 70 種類はミツバチの受粉を媒介し育ちますが、そのミツバチの減少に影響
を与えているとして、今、世界でネオニコチノイド系農薬の使用が問題視されているのです。

害虫の神経に作用して害虫を殺すネオニコチノイド系農薬が子どもの脳や神経の発達を害する可能性も
警告されています。
農薬の具体的な害

あなたのお子さんを守るために

￼

農薬の害で最も危惧されているのは、やはりお子さんへの影響。

現在主に心配されていることを集めてみました。
・妊娠中や幼児期に有機リンの汚染を受けた場合、ADHD（注意欠如多動性障害）と診断される確率
が上がる。
・脳や神経が発達途中のため、神経毒性のある農薬の影響を受けやすい。

・白血病その他のがん発生率、流産の確率が高くなる、免疫力の低下など（妊娠中の殺虫剤汚染によ
り、子どもの白血病発症率は 2 倍以上になるという報告もある）。
・発達障害、運動能力や協調性、全般的な精神機能への悪影響。

【ADHD】
注意欠陥・多動性障害（ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい、英: Attention-deficit

hyperactivity disorder、ADHD）は、多動性（過活動）や衝動性、また不注意を症状の特徴とする
神経発達症もしくは行動障害である[1][2]。こうした症状は教室内で最年少だとか[3]、正常な者、他
の精神障害、薬物の影響でも一般的であるため、機能障害や苦痛を感じるなど重症で、幼い頃から症
状があるなどの鑑別が必要とされる[4]。

先天的なものとは区別しますが原因として、GMO 食品、農薬、添加物、人工甘味料、トランス脂肪酸
などの食品による複合的要素が高いと言われています。この子供達の食生活を 3 ヶ月オーガニック食品

に変えたところ殆どの子供達が回復したと言う研究が出ています。投薬による効果は見られない、児童
における大規模な MTA 研究にて 1 年時点で見られた投薬の優位性は、2 年以上の投薬では行動療法な

どと差が見られず疑問が呈されており他の長期研究でも長期の投薬による患者利益は報告されていない。
アメリカ MIT 大学の研究によると 2030 年にはアメリカの子供達の 2 人に 1 人が ADHD になる可能性
が高いと言われています。日本はこれ以上のスピードで進んでいます。
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