couleurs
ク ル ー ル couleursはフランス語で色のこと

野菜の色は、野菜のチカラのあらわれです
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★

丹羽真清のベジ・トーク

円
300

野菜のチカラを★★★で表す

★
★★ 円
500

野菜や果物などが体にどのようによいかを示す
機能性表示の新しい制度が､来年春から始まります。
問題は食品の機能性をどのように表現するか。
デザイナーフーズ
（株）
の丹羽真清社長は
野菜のチカラを★の数で表す表示方法を提案しています。

新しい機能性表示制度
消費者庁は、野菜や果物などの生鮮食品、加工食品、
サプリメントなどの食品について、たとえば
「肝臓のはたらきを
助けます」
とか「目の健康をサポートします」
というように、体

プトキサンチンの含有量も異なります。すべての「温州みか
ん」
に、同じ機能性表示をつけていいのでしょうか。

野菜のチカラの表し方

の部位について健康維持・増進の表現を認める、と発表しま

特定の成分が体の特定の部位に健康効果があるという表

した。病気の治療効果や予防効果は表示できませんが、健

示が認められれば、今後その成分を多く含む食品が、より強

康維持・増進の範囲で機能性が表示できるようになったわけ

い効果をもつものとして開発されていくことは、疑う余地があ

です。

りません。すでにリコピンやスルフォラファンを強化した野菜が

例として示された
「温州みかん」
の機能性表示は、
「β-クリ

登場していますが､私たちが 10 数年にわたって野菜を分析

プトキサンチンを含み、骨の健康を保つ食品です。更年期以

研究してきたデータの蓄積からいえるのは、野菜のチカラは

降の女性の方に適しています」
となっており、その食品に含ま

特定成分の量では表せない、ということです。

れる特定の成分が、ヒトの体の特定の部位に効能がある、と
表現されています。
ここでまず考えなければならないのは、食品にはまだ分析
できていない成分が含まれているということです。未知の成
分が含まれるなかで、ある特定の成分だけを取り上げて、そ

私たちは、野菜のチカラを、
「 抗酸化力」
「ビタミンC」
「糖
度」
「硝酸イオン値」
を総合したもの、としてとらえており、圃場
の土作りができている旬の野菜は、おいしくてチカラがあるこ
とがわかってきました。
「機能性表示」
は、野菜や果物の価値判断を、これまでの

の含有量と健康の関係を結びつけることができるのか。また、 「外見」
から
「中身」へ転換するものです。私たちは以前から
その成分が多く含まれれば、それでいいのか…。このことは

「中身評価」
の重要性を提唱しており、野菜の中身がもつチ

アレルギーの問題とも、考え合わせる必要があると思います。

カラを★から★★★までの 3 段階で示しています。★は、そ

「温州みかん」
といっても、産地や時期によって､甘酸のバ

の野菜の生産から流通、そしてヒトの健康に及ぼす影響ま

ランスが変わり、味が変わることはご存じでしょう。味の違い

で、さまざまな情報とリンクし、データに裏づけられています。

は、含まれる成分が同じではないことを示しています。
β-クリ

私たちは、★の数による野菜のチカラの表示を全国の選果
場をはじめとする多くの場に広め、活用していただくために、
現在、中身評価の実用機を開発しているところです。
（取材：野菜生活研究所 クサマヒサコ）
「野菜の価値は外見ではなく、食べたときに、
ヒトにどのようなチカラを与えることができるかで
判断されるべき」
と説く著書。
丹羽真清 著
2万サンプル以上の野菜を分析してわかったこと

おいしいものは体にいい
A5判 120ページ フルカラー
定価 本体1500円＋税
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野菜のチカラを
徹底研究
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ヨウ素

ヨウ素は「ヨード」
とも呼ばれるミネラルです。
東日本大震災に続く原発

ヨウ素は海水に多く含まれています。海に囲まれ、海産物に恵まれて

事故の後、
ヨウ素を摂取すると甲状腺に取りこまれる放射性ヨウ素がブ

いる日本で欠乏することはほとんどありませんが、土壌中のヨウ素含有

ロックされて、
甲状腺の放射線被ばくを低減することができると報じられ、

量には地球的規模で変動があるため、世界各地にヨウ素欠乏の地域

ヨウ素があらためて注目されたことは、
多くの方が記憶しているでしょう。

が存在します。

ヒトの体に含まれるヨウ素の70〜80％は甲状腺に存在しており、
甲状
腺ホルモンの主原料になります。

ふつうの食生活を送っていれば、
ヨウ素について問題はないと思いま
す。
ただし、
サプリメントなどで目安以上のヨウ素を連続して摂ったりする

甲状腺ホルモンのはたらきは、基礎代謝を高めてエネルギー消費量
を増やすこと。
また、
たんぱく質の合成を高め、
成長ホルモンの分泌を刺
激して、
細胞や組織の成長を促すことなど。特に子どもにとって、
甲状腺
ホルモンは、
成長ホルモンとともに、
順
調な発育に欠かすことができません。

と、体重減少、頻脈、
じんましん、発熱、
甲状腺機能低下症、
甲状腺腫、
甲状腺中毒症などが現れる場合がある、
と報告されています。
ヨウ素はこんぶ、
わかめ、
のり、
いわし、
さば、
かつおなど海産物に多く
含まれています。
日本の伝統的な献立「一汁三菜」は、
ごはんにみそ汁、主菜1つ、副

その原料となるヨウ素は非常に重要

菜2つ、
というバランスのとれた組み合わせ。
こんぶでとったダシ汁、
わか

なミネラルといえるでしょう。

めのみそ汁、
ごはんに添えるのり…、
と、知らず知らずのうちにヨウ素を

私たちの体のなかで甲状腺ホル
モンを作るのに必要なヨウ素は、1日

摂ることができます。1日に1回はぜひヨウ素を含む食品をとっていただき
たいと思います。

0．
095〜0.15mgとされています。

Event Information
デザイナーフーズ（株）社長 丹羽真清 講演予定

10月12日（日）食は命の源、農業は産業の原点…生体システム実践研究会
10月16日（木）野菜のチカラを見直そう ………（社）日本施設園芸協会
10月31日（金）野菜ルネッサンス
………京都工芸繊維大学
11月 6日（木）おいしいものは体にいい ………名古屋文理大学
11月12日（水）青果物の機能性について……アグロイノベーション2014
11月12日（水）進化するカット野菜ビジネス……サイエンスフォーラム
11月13日（木）おいしいものは体にいい ……西宮市消費者団体連絡会

アグロイノペーション2014セミナー
〜流通ステージ〜

青果物の機能性について

◆2014年11月12日（水）10:30〜12:00 ◆会場：東京ビッグサイ
ト 西ホール ◆主催：一般社団法人日本能率協会
「アグロ・イノベーション2014」
は、青果物の生産から、加工・流通・販売
用の技術、
サービス・人が一堂に会する専門展示会。会場内では連日
セミナーが開かれます。
その流通ステージ、11月12日(水)10時30分か
らのプログラムは、
「 青果物の機能性表示について
（仮）」
と題したパネ
ルディスカッションです。パネリストとして、大阪大学大学院医学系研究
科臨床遺伝子治療学教授の森下竜一氏とともに､デザイナーフーズ
（株）
の丹羽 真清社長が登壇します。コーディネーターは、東京デリカ
フーズ
（株）
執行役員有井雅幸経営企画室長
（薬学博士）
です。
セミナー
「流通ステージ」の事前聴講登録はこちらからどうぞ。
https://www3.jma.or.jp/ai/2014/jizen/agro14̲seminar.php?s̲md=2

サイエンスフォーラム

進化する野菜ビジネスと健康訴求戦略
◆2014年11月12日（水）◆飯田橋レインボービル2F 中会議室
サイエンスフォーラム主催の集中セミナー
「野菜のおいしさと機能性を極め
る」
が開かれます。そのなかで、丹羽真清社長は
「進化する野菜ビジネスと
健康訴求戦略」
と題した講演を行い、
日本が抱える食の問題、野菜の
機能性研究、野菜ビジネスによる食の問題解決についてお話しします。

Vege Marché は
いま

「食をデザインする」
セミナー情報
2014 年10月

「食をデザインする」をコンセプトにご好評いただいている
4つの講座シリーズ。ぜひご参加ください。

分子栄養学を学ぶ 講師：市野真理子
食材、調理法、組み合わせなどを最新の栄養学でわかりやすく解説。
健康と食 講師：市野真理子
健康と美しさの源も病の予防にも食。実践的「健美食同源」
を学ぶ。
旬の野菜の機能性を知ろう 講師：谷口かおる／新田美砂子
旬の野菜と果物がもつ機能性とそれをいかす調理法を試食とともに紹介。

一汁三菜を知るために 講師：市野真理子／新田美砂子
「一汁三菜」
の組み立て方や基本食材について試食とともに解説。
10 金 14:00〜16:00 旬の野菜の機能性を知ろう 梨・里芋
10 金 18:30〜20:30 旬の野菜の機能性を知ろう 梨・里芋
11 土 11:00〜13:00 旬の野菜の機能性を知ろう 梨・里芋
15 水 18:30〜20:30 分子栄養学を学ぶ

ビタミン

16 木 14:00〜16:00 健康と食

めぐりをよくする食事

18 土 11:00〜13:00 分子栄養学を学ぶ

ビタミン

24 金 18:30〜20:30 健康と食

めぐりをよくする食事

25 土 11:00〜13:00 一汁三菜をつくるために

塩を知る

28 火 14:00〜16:00 分子栄養学を学ぶ

ビタミン

◆各コース1回 5,000 円
◆お申し込み・会場：03-6277-6474 ベジマルシェアークヒルズ店
◆お得な回数券
（3 回分13,500 円）
をご利用ください。
◆当日キャンセルの場合は、キャンセル料をいただきます。
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