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■生産者からのお知らせ
■年賀状から
●■あなたの玄米の食べ方は間違っていま
せんか　健康にお米を食べるために

あなたの玄米の食べ方は間違っていませんか
健康にお米を食べるために 文責：西川榮郎（「ザインの輝き」3号より転載）

●玄米（種もの）には発芽毒がある
　玄米やひえ、あわ、きび、大豆な
どの雑穀をはじめ、あらゆる植
物の種子には、その子孫を守る
ため動物に食べすぎられないよ
うに身を守るメカニズムや、土の
上に落ちても腐ることなく、やが
て発芽に適した季節になると芽
を出すことが出来るように、栄養
成分を貯蔵して決して外に出さ
ないというメカニズムが働いて
います。その因子がアブシジン
酸やフィチン酸です。
　アブシジン酸【abscisic acid
（ABA）】はテルペノイドの構造
をもつ植物ホルモンであり、発
芽抑制因子として働き、植物の
発芽を調節しています。
　このABAは人体に対して毒作
用がありますので、玄米など種
ものを食べるとき、これを無毒
化して食べる正しい知識がない
と危険です。フィチン酸は特に
種子のなかにおいては、フィチ
ン（フィチン酸とミネラルの混合
塩で水不溶性）の形をとり、強い
キレート作用で、リンをはじめと
して多くの金属イオン（カルシウ
ム、マグネシウムなどのミネラ
ル）と強く結合しています。つま
り、玄米の中にあるミネラルは、
フィチンのキレート作用のため
に吸収を阻害されてしまうので
す。

●ミトコンドリアに対する毒
　自らをミトコンドリア博士と称す
る、元・東京大学医学部口腔外科
教室講師、西原克成医博によれ

ば、玄米に含まれるABAはミト
コンドリア毒（ミトコンドリアに悪
影響を及ぼす毒）なので、玄米
食には注意が必要であると警告
されています。
　ミトコンドリアがエネルギー代
謝に関わる大変重要な細胞小器
官であることはすでによく知ら
れています。
　その活性が低下すると死に至る
ことがあるくらいです。
　細胞内にあるミトコンドリアはエ
ネルギー産生器官として体温を
維持するなど、重要な役割を果
たしており、悪影響を受けると、
低体温になり、不妊（0.5℃体温
が下がると妊娠しなくなる）、ガ
ン（低体温でガンは活性化する、
言い換えると、ガン細胞のミトコ
ンドリアでは活性がいちじるしく
低下している）、さらには全ての
体内酵素の働きが鈍くなるとい
う問題が起こります。免疫も低
下します。
　体温が1℃下がると免疫が
30％低下するということができ
ます。その他、低体温は冷え症、
むくみ、肥満、アレルギー、膠原
病、高脂血症、生理不順、生理痛、
慢性疲労症候群、肺炎、気管支
炎、肝炎などの感染症、通風、糖
尿病など、多種多様の病気を引
き起こす原因となります。
　正常発芽用水中精米発芽玄米
の特許申請者である根本武雄
氏は、玄米に含まれるABAには
細胞活性抑制、発芽抑制、老化
促進、毒素などの作用があるこ
とを指摘しています。

●諸疾患の原因に
　アメリカ合衆国国立科学研究所
会報に発表された論文「アブシ
ジン酸はサイクリックADP（ア
デノシンニリン酸）－リボースを
二次メッセンジャーとするヒト顆
粒球における内因性サイトカイ
ンである」

　（PNAS2007;104:5759-5764）
によれば、人体に対しABAの作
用で、ヒト顆粒球（白血球の一
種）で食作用が活発化し、活性酸
素や一酸化窒素が多量に産生さ
れ、生体細胞内のミトコンドリア
が損傷され、その結果、諸疾患
の原因になるということです。

●マクロビオティックの玄米の食
べ方は要注意
　そういえば、厳格なマクロビオ
ティック玄米菜食を行っている
人の多くは顔につやがなく、皮
膚は黒ずんで覇気がありません。
エネルギー代謝器官のミトコン
ドリアを傷めつけられていたら
当然のことなのかもしれません。
ミトコンドリアの活動が下がって、
低体温になれば、ガン細胞が好
むところとなります。
　玄米を食べていたのにガンに
なったという声をよく聞くのは、
そういうことも一因ではないか
と思います。
　一方、代替医療の方法のひとつ
として、玄米食でガンを克服で
きたという話もあります。
　それはポストハーベスト農薬や
動物医薬品汚染のある肉食、小
麦粉食、油食など問題だらけの

欧風食に比べれば、玄米を食べ
るほうがはるかにマシで、相対
的に病気と闘えているからでは
ないかと思います。玄米を食べ
るなら、念のため発芽抑制因子
を不活化してから食べるほうが
より健康的なはずです。
　玄米にはキレート結合でミネラ
ルを捕捉する性質がある「フィ
チン酸」も含まれており、玄米食
で鉄やカルシウム不足を心配す
る話も以前からありました。また、
玄米食の人の頭髪には、日本人
には多いといわれている水銀が
非常に少ないという話も良く知
られています。

●発芽抑制因子を無害化する方法
　人類は、人体に悪影響を与える
発芽抑制因子を含む玄米、雑穀
などの種子を食べ物として選ん
で以来、長い時間をかけて無意
識のうちに安全に調理する道を
工夫してきています。玄米を精
白し白米としたのも、その知恵
のひとつだったといえるでしょう。
ABAは、もみやぬかに含まれて
いますので、白米は安全な食べ
方のひとつです。

　西原克成医博は、玄米のABAを
不活化する方法として、①炊飯
する前に十分に浸水する方法と、
②煎る方法の2つがあると指摘
されています。玄米は十分に浸
水されることによって発芽への
スイッチが入り、成分が変化して
いき、ABAはファゼイン酸（PA）
とジヒドロファゼイン酸（DPA）
に変化し、フィチン酸はビタミン
B複合体のひとつイノシトール
に変化し、ミネラルをキレートす
る作用による毒性も消滅します。
イノシトールは、ビタミンBとし
て働き、脂肪肝や高脂血症の治
療に用いられるほか、セロトニン
異常に起因するうつ病、パニック
症候群などに有効とする研究結
果もあります。

　このとき、実際の発芽までもっ
ていかなくとも前発芽状態、す
なわち種子の中で成分が変化し
人間が食べても安全な「発芽
モード」の状態にして食べれば
よいのです。
　発芽までもっていくと、話題の

栄養成分ギャバGABA（ガンマ
アミノ酪酸）が増えてきますが、
玄米の食味はむしろ低下します
ので、おいしい料理としてはお
すすめしません。
　かつて日本人は玄米を食べると
き、前日から十分に水に浸けて
から炊飯していました。圧力鍋
のなかった時代、そうでなけれ
ば硬いままの玄米では鍋や釜で
は調理が難しかったのかもしれ
ませんが、昔の人はじつはそれ
がおいしい食べ方であることを
知っていたはずです。浸水され
た玄米では、酵素の活性により、
①でんぷんがグルコースに変わ
り、グルタミン酸がガンマアミノ
酪酸の変化する、

　②米アレルギーの原因となるア
レルゲンタンパク質が少なくな
る

　（Biosci.Biotechnol.Biochem.,69
(10),1877-1883,2005）、など、
アミノ酸の内容が向上すること
が知られています。玄米は十分
な浸水によって柔かくなるだけ
でなく、このように、前発芽状態
になって成分が変化し、発芽抑
制因子という毒成分が消えるこ
とも、おいしいと感じる理由かも
しれません。
　玄米のABAを不活化し、安全に
おいしく玄米を食べるための浸
水時間の目安は、常温の水で夏
12時間程度、冬24時間程度で
す。発芽モードにするには、正確
には吸水の状態で見るのですが、
詳しくは山本朝子オルター副代
表の主宰するグレインマイス
ター講座を受けて下さい。
　時間が短すぎると、アブシジン
酸の不活化が不十分になり、長
すぎるとより発芽に近づき食味
が低下するおそれがあることと、
水に雑菌が増えてくる心配があ
ります。
　長時間の浸水で雑菌が増えて、
異臭が発生することがあります
が、それを防ぐには浸水時に
コーボン（第一酵母）を少量添加
するのが効果的です。
　必要な浸水時間は水温によって
変わりますので、気温と相談し
て浸水時間を工夫してみてくだ
さい。お米の発芽最適温度は

30～37℃、ベストは34℃、最
低は10℃、最高温度は42℃
（農学大事典による）。
　ちなみに冷蔵庫内であれば、最
低発芽可能温度（10℃）を上回
る野菜室で時間をかけて発芽さ
せる方法もあります。

●市販の玄米は発芽モードになら
ないことがある

　前述の根本武雄氏は、市販の多
くの玄米で発芽しないものがあ
ると指摘されています。
　これは重大なことで、このような
玄米は浸水しても、もはやABA
の毒性は失活しないと考えるべ
きです。これは、農家がもみを乾
燥させる際、高温にさらして加
熱乾燥していることが原因の可
能性が大です。

　顔の見えるオルターの生産者の
ように、温度管理を間違いなく
行って丁寧に乾燥し、おいしい
水分含量になるよう工夫して、
天日干しをしている玄米を食べ
ることが必要だということです。

●雑穀も「発芽モード」に
　白米は栄養分の多いぬかを取り
除いているという指摘がありま
すが、ABAを不活化しないまま
食べるよりはマシといえるで
しょう。また、「おいしさ」という
のも食においては大切なことで、
副食での栄養バランスに気をつ
ければ可と思います。
　白米に雑穀を入れて食べるのも、
栄養バランスのよい食べ方です
が、雑穀の場合も同様な理由で、
十分な浸水をしてから調理する
ことが必要だと思います。その
ままごはんに混ぜて炊くだけで
は、単に腸の表面を傷つけなが
ら、消化もされずに通過するだ
けのもったいない食べ方になり
かねません。

●歩づき米の浸水は危険です
　玄米の栄養分を摂りたいが、浸
水していない調理で食べる玄米
はおいしくないと、歩づき米で
食べる人がいます。

　その場合、ABAを含むぬか分が
残っています。そのまま炊くと
ABAを食べることになります。



有機ココアの品薄報告と出荷制限のお願い
　早速ですが、現在貴社にお取り扱いいただいており
ます「（オランダ産）オーガニック　ココアパウダー」に
おきまして、原料相場の高騰に加え、原料の確保が非
常に困難な状況にありますことをご連絡申し上げます。
　同原料は、ドミニカ産オーガニックに限定したカカオ
豆をオランダ（ダッチココア社）にて製造加工をしてお
ります。近年、カカオ豆は、年々相場が高騰しており入
手しづらくなっておりますが、現時点では価格のみな

らず、世界的な異常気象による収穫量不足による原料
カカオ豆不足となっており、次回収穫時期の春先（5～
6月頃）まで入手が困難な状況にございます。
　当社としましては、品質の安定性や産地の特製を重
視する為、今後も出来る限り現状製造メーカー品での
継続を試みて原料確保に努めておりますが、上記理由
により当社要望の数量確保が難しい可能性が高く、場
合によっては、ペルー産カカオ豆を使用したオーガ

ニックアルカリココアパウダーを代替案として検討し
ております。
　最終的な変更の詳細や切替時期は決定後改めてご
連絡いたしますが、取り急ぎ、上記品薄の事情のみご
連絡申し上げます。
　尚、当面ご注文に際して前年同月の実績に対して
50％の出荷量という制限をさせていただきますので
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　だからといって、分づき米を浸水
した場合、胴われ米など傷ついた
玄米を浸水すると、むしろABA
が増えることと同様に、傷をつけ
られた分づき米がABAの産生を
増やす心配があります。
　どうしても歩づき米を食べたい
人は、三分、五分より七分以上ぬ
か分を取った米を浸水せずに食
べる方がまだましです。
　有機農業の田んぼにおいて、除
草剤の米ぬかを撒く米ぬか除草
法というのが行われていますが、
単なる日光被膜材としての作用
ではなく、米ぬかに含まれる
ABAによる草の芽に対する発芽
抑制効果を利用している可能性
があります。
　「ぬか」には除草剤として使える
ほどの発芽抑制因子を含んでい
ると考えておくべきです。

●胚芽米も疑問
　ぬか分をほとんど取り除いて、胚
芽を残す胚芽米は、ABAの問題
はなさそうです。しかし、袋を開
封して充填している窒素が抜け
ると、2～3日で酸化すること、元
の米に使われている農薬が胚芽
に残留しやすいことを考えると、
高価な胚芽米は疑問です。
　家庭用精米機を使って、毎日新
鮮な無農薬白米を食べる方がお
すすめです。

●市販の発芽玄米は危険
　市販されている「発芽玄米」は危
険です。なぜなら乾燥発芽玄米
だからです。発芽させた玄米を
乾燥させた場合、乾燥ストレスで
発芽玄米は身を守るためABAを
元々の水準以上に産生します。こ
れを浸水してABAを無毒化する
には玄米のままより倍以上の浸
水時間が必要です。

No.1168-B （1168-B）
　最初から玄米を浸水して「発芽
モード」にすれば、ABAは失活し、
無害化するのですから、バカ高い
発芽玄米を買う理由が全くありま
せん。発芽玄米の原料に使われ
る米の栽培時の農薬のことも心
配です。
　最近、オルターのWeb情報の影
響か、冷凍発芽玄米がWebに登
場しました。これも非常に値が高
く、家庭で浸水するだけで簡単に
できる「発芽モード」の方が経済
的です。

●圧力鍋調理は危険
　玄米を事前に十分な浸水もせず
に圧力鍋でさっさと炊いてしまう
という方法では、発芽抑制因子が
残ったままで不活化されていま
せんので、不適切な調理方法と
言わざるを得ません。
　また、圧力鍋の種類によっては
130℃以上になる場合があり、
発ガン物質であるアクリルアミド
が産生します。また、ビタミンB群
の一部も失われ、栄養が低下しま
す。十分な浸水をして「発芽モー
ド」になった玄米は通常の炊飯器
や土鍋などで白米と同様炊くこと
ができますので、圧力鍋を使う必
要はありません。過度な加熱調理
は要注意です。
　オルターでは圧力鍋は取扱いを
停止しました。すでにもっている
人は圧力をかけず、厚手の鍋とし
てお使い下さい。

●焙煎でもABAを不活化できます
　煎るという方法でもアブシジン酸
は不活化できます。ABAは
200℃程度の加熱で失活します。
一時流行した「米ぬか健康法」は
米ぬかを煎って食べていました。
シガリオのブラックジンガーやリ
ブレフラワーも煎っていますので

適切な処理をしていることになり
ます。
　ただし玄米を加熱することなく、
ただ粉にしただけの玄米粉では
ミトコンドリア毒の危険性は消え
ていません。
　大豆をきな粉に加工する際にも
焙煎工程がありますが、理にか
なっています。

●発芽モード調理
　オルター の 副 代 表であり、
GrainCC’Cooking主宰・料理研
究家、山本朝子先生はこのような
玄米・雑穀の発芽抑制因子の存在
をよく考慮して、おいしくて安全
な玄米・雑穀の特許レシピ「発芽
モード調理」を提唱しています。
玄米が十分な浸水によって発芽
モードになったら色まで白く変化
し、旨味も増します。
　発芽抑制因子の毒性を消した「発
芽モード」穀物を活かして、パン
やケーキにまで玄米の新しい食
べ方の世界を拡げられました。
　このことはポストハーベスト農薬
まみれの輸入の小麦に頼らなく
ても、100％玄米や雑穀でパン
やケーキを作るという画期的な
発見であるにとどまらず、世に安
全な玄米の食べ方を知らしめる
大きな契機となるはずです。
　有機農業運動の先進地、山形県
高畠町では「発芽モード調理」を
学んだ農家の人達が、すっかり体
調が良くなったと評判です。また、
この発芽モード調理は学校給食
にも取り入れられることになりま
した。

「ミキサーでつくる発芽モード
玄米、雑穀レシピ」

山本朝子著
●購入先

NPO法人グレインズ・イニシアティブ
http://www.genki-gohan.com/grains/

生産者からの
お知らせ 桜井食品株式会社

（井上椎茸園　井上順一）
　日本の農業が危ない！？関税が廃止
され自由貿易になってしまうと…　い
やいや別に危なくはないんですよ。
　危ないのは外国から入ってくる食
品を食べる人が危ないんです！　除草
剤でも枯れないトウモロコシ、小麦、
大豆…　輸送中に腐らない為の殺菌
剤。虫がつかないように殺虫剤、など
のポストハーベスト農薬漬けの外国産
食品を…。
　減農薬・低農薬・農薬不使用で、一生
懸命栽培生産している日本の農家が
安全な食べ物を提供し続ける為には、
消費者がそれを求めなければならな
いのです。何が安全で安心できる品
物か、これを解って頂きたいのです。

（株式会社フルーツバスケット
　加藤保明）

　昨年中は大変お世話になりました。
　「顔の見える生産ビジネス」がもて
はやされていますが、大切なことはそ
こに持続可能な信頼関係が築き上げ
られるか否かだと思います。
　本年も農産加工を通して社会貢献
できるよう努めてまいりますので、宜
しくお願い申し上げます。

（月ヶ瀬健康茶園　岩田文明）
　就農11年目にして、2011年は新
たな若いスタッフ2名を迎えることと
なりました。今後のお茶づくりを進化
させていきたく、家族・スタッフが月ヶ
瀬健康茶園のお茶づくりの価値観や
想いを共有し合うチーム岩田を結成し、
これからさらなる気持ちを込めたお茶
づくりを継続していきたいと考えてお
ります。また、冬季に栽培している椎
茸原木の堆肥化、釜炒り茶の試作、茶
摘み等のイベント企画などの新たな
たのしい取組みも模索していきたい
と考えています。
　茶の分野から、今、日本の社会や国
土環境が抱えている課題に、できるこ
とから少しずつ取組む姿勢を持ち続
ける一年にしたいと考えます。

（マルカワみそ株式会社　河崎宏）
木村秋則さんの講演会
　奇跡のリンゴで有名な木村秋則さ
んの講演を二回拝聴できた。素晴らし
いと思ったのと同時に、自分もできる
のでないかと感じた。昨年12月能登

半島石川県羽咋市で、専業農家向け
の「木村秋則自然栽培実践塾」が始ま
り運良く申し込みすることが出来た。
本年一年間の受講が楽しみとなった。
ちょうど貸していた農地がタイムリー
に戻ってきたので、1町5反の自然栽
培を今年はおこなう予定。
　品目は大豆と麦。
大豆畑トラスト運動開始 by 自然栽培
　無肥料・無農薬の自然栽培で「よな
よ」、「さといらず」、「借金なし」の大豆
を植えた。よなよはあまりにもおいし
いので嫁に言うなよがなまってよなよ
と、さといらずは、砂糖がいらない程
おいしいのでさといらずと、借金なし
はたくさん大豆が取れるので、借金を
なして（返して）しまう所から名づけら
れた在来種の、いずれも個性的な自
己主張の強い大豆だった。
　五ヶ月間大豆の世話をした。なかな
か変化にとんだ感動の5ヶ月だった。
夏の猛暑でよなよは収穫が極端にな
かった。後の品種は晩成だったので収
穫することが出来た。収穫した豆は枝
豆、納豆にし、今年醤油そして味噌に
する予定。さといらずが一番味が良
かった。
　美味しくて安全なみそと思って、ひ
たすら有機みそを目指してきた。昨年
作っている味噌が、全部天然醸造国産
有機みそになり、自分としては一応目
的を達成できたと思った（一部の
OEMを除く）。そして化学物質過敏症
の方と知り合いになった。
　お話を伺って、これはハンパでない
な、、、。過敏症の方が安心して食べれ
るものが、もっとも安全な食品でない
かと思った。有機レベルでは駄目だ
な、、、、と知った。
　過敏症の方が安心して食すること
が出来るみそ作りを、今後の新たな目
標としたい。

（株式会社オルター・トレード・ジャパン
　上田誠）

　オルター・トレード・ジャパン（ATJ）
は、昨年新たな節目を迎えました。
　「民衆貿易」の新時代へのバトン
タッチを期すものとして、社長交代と
いう歴史を刻みました。
　本年は、産地側にとって節目の年と
なります。フィリピンでは、オルター・ト
レード（AT）が、長年の課題であった
地域経済の活性化に向けた新たな事
業を始める予定です。また、オルター・
トレード・インドネシア（ATINA）社は
新工場建設による事業基盤の強化、
せっけん運動の普及を始めとした地
域との連携、環境保護の取組みをさら

に進めていきます。
　私たちを取り巻く経済環境は依然
として厳しいものですが、社員一同、
自らの原点を確認し、力を出し合って
明るい未来を切り拓いていけるよう、
全力で取り組む決意をしております。
　今年もよろしくお願い申し上げます。

（（株）トータス　亀田洋三）
　気候の変動が激しい中、お元気で御
過ごしの事と思います。正月早々、縁
起でも無いお話しで申し訳ありませ
んが、近頃、訃報が多過ぎる様な気が
します。
　運命と言えば簡単ですが…せめて
弊社自慢の腹巻を身に付けて頂けれ
ばと思うこの頃です。熟睡の為に頭に、
喉や肩の不調には首に、目的外使用で
も活躍しております。
　終わってみれば、1ゲーム差っての
は残念ではないでしょうか？
　良い寅の年にはなりませんでした
が、今年は、兎の様にピョンピョンと行
きたいものです。
　本年もよろしくお願いします。

（ガイアみなまた）
　12月にチッソの分社化が認可され
ました。春には水俣病と無関係となる
新事業会社が設立されます。合点が
いかないのは、この期に及んでも、
チッソが水俣病を忌み嫌うことです。
　加害責任を継承しないというのが
彼らの基本姿勢です。
　同じ町に暮らす極小企業のわれわ
れは、チッソに対抗することなどでき
ませんが、水俣病事件を正確に伝え続
け、商売である甘夏の仕事も元気にや
りぬきます。
　厳寒の日々ですが、お大切にお過ご
し下さい。

（ふきのクリニック　吹野治）
　旧年中はお世話になり有り難うござ
いました。本年は、「ふきのクリニック」
も3年目を迎えることになります。こ
れもひとえに皆様のご協力の御蔭と
感謝しております。
　昨年は世相を反映してか「うつ病」
や「パニック」など心療内科の患者さ
んや食養・西式健康法の指導を求めて
の来院が目立ちました。
　本年もより一層、皆さんの期待に添
えるよう、また社会が明るくなるよう
努めたいと思います。
　皆様のご繁栄を祈念しますと共に、
本年も引き続きご指導ご支援をいた
だきますようよろしく御願い申し上げ
ます。
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