
桜やシナモンのクマリンにご注意

【注】 この『クマリン』は、発音が少し似ていますが、『クマモン』とは全く関係ありませんので、念のため。

クマリン Coumarin
クマリン



肉と野菜を同時に食べた時に発生する

発がん物質の『ニトロソアミン』

にはもっとご注意を！



『健康オタク』で『知らぬが仏』の人が、

下記の解説を読んで、真実を知ってしまったら、

以後は気になる部分があるのではと思います。

『知ったら気になる』で、気にして、

今後は健康増進・健康長寿に努めてください。

健康法師より



桜餅を食べる時に外側の桜の葉も食べますか？

関西の桜餅はこんな形で、
関東とはかなり違います。



その桜の葉の中には『肝障害』を起こす『クマリン』が含まれています。



シナモンは健康に良いと言われているので、健康増進のために
と思って毎日のようにたっぷり食べ続けていませんか？

たとえば：
★シナモンパウダーを色んな食品に振りかけ
まくって食べる。
★シナモンの入った洋菓子(アップルパイ・シナ
モンロールなど)を食べる。
★八つ橋 (シナモン類似のニッキが入っていま
す) を食べる。

シナモンサプリメントの摂取し過ぎは明ら
かに要注意です！



シナモンには桜の葉と同様に『クマリン』が含まれています。



『シナモン』と『ニッキ』の違い
どちらもクスノキ科の常緑樹から作られる香辛料ですが、ニッキはその木の根

から、シナモンは木の樹皮から作られているところに違いがあります。また、香り
や味の特徴も、両者は微妙に異なります。 『シナモン』 は主に洋菓子に、『ニッ

キ』は、主に八つ橋などの和菓子によく使われており、『桂皮末』と記載されてい

ます。

『シナモン含有食品中のクマリンの実態調査』報告が、東京都健康安全研究セ

ンター広域監視部 平成19年度先行調査 担当班 食品機動監視第５班から公
表されており、その要点を以下に紹介します。

この調査目的は、近年、シナモンの過剰摂取により肝障害の誘発が指摘され、
BfR (ドイツ連邦リスクアセスメント研究所) では、2006年、シナモンの過剰摂取は

健康リスクを否定できないとして、クマリンの耐容一日摂取量 (TDI) を0.1mg/kg/

day と設定しました。そこで、シナモンとそれを多く含む食品について、クマリンの

含有実態を調査し、人への健康影響について東京都が検討したものです。



シナモン中のクマリンの含量

東京都健康安全研究センター広域監視部 平成19 年度先行調査
シナモン含有食品中のクマリンの実態調査

担当班 食品機動監視第5 班

上記の調査報告書によると、各種シナモン含有食品中のクマリン含量などの
要約は、以下のようです。

調査結果の要約
・ シナモンスパイスのクマリン濃度は、セイロンシナモンが平均で13.7ppm、カシ
アは平均で3257.5ppm であった。特に、ベトナム産カシアは平均で5425.0ppm で
あり、他産地の製品と比べても高い値であった。
・ シナモンサプリメントのクマリン濃度は、平均で2640.0ppm であった。
・ シナモンを含む菓子（クッキー、ビスケット、焼き八ツ橋、生八ツ橋）のクマリン
濃度は、クッキーは平均で4.4ppm、ビスケットは共に1.6ppm、焼き八ツ橋は平
均で60.5ppm、生八ツ橋は1 製品が25ppm、もう1 製品からは検出されなかった。



その分析結果の要点は以下のようです。

分類 商品名 クマリン検出値 (ppm) 原産国

スパイス(セイロンシナモン) 7種の平均値： 13.7        スリランカ

スパイス(カシア) 8種の平均値： 3257.5   ベトナム・中国・インドネシア・

マレーシア

サプリメント シナモン 5種の平均値： 2640.0 アメリカ

クッキー 2種の平均値： 4.4        フランス・スウェーデン

ビスケット 2種の平均値： 1.6 ベルギー

焼き八つ橋 2種の平均値： 60.5 日本

生八つ橋 2種の平均値： 12.5 日本

【私の感想】赤いアンダーラインを引いた値は、他のお菓子(八つ橋など)に比べて桁違いに大き
く、容易に摂取過剰になるので要注意です。



・ 通常の平均的な食事をする限りでは、最も高いクマリン濃度を示したカシアを
摂取したとしてもTDI 値を超えることはないと考えられる。
・ シナモンサプリメントは、表示上の摂取量（2 カプセル/日）でTDI 値を超える製
品はなかったが、2 製品で4 カプセル/日、他の3 製品で5 カプセル/日を摂取す
るとTDI 値を超えることが判明した。
・ シナモンを含む菓子は、通常の摂取量ではTDI 値を超えることはないと考えら
れる。
・ 毎日摂取する可能性のあるシナモン食品の組み合わせモデルを作成し、一日
のクマリン摂取量の試算をすると2.45mg となり、TDI 値を下回ることになる。し
かし、この食事にシナモンサプリメントを併用するとして試算すると5.18mg とな
り、TDI 値を超えることになることが判明した。
・ 毎日摂取する可能性のあるシナモン食品の組み合わせモデルを作成し、一日
のクマリン摂取量の試算をすると2.45mg となり、TDI 値を下回ることになる。し
かし、この食事にシナモンサプリメントを併用するとして試算すると5.18mg とな
り、TDI 値を超えることになることが判明した。



TDI値とは耐容一日摂取量（ＴＤＩ）のことで、環境汚染物質等の非意図的に混入
する物質について、人が生涯にわたって毎日摂取し続けたとしても、健康への悪
影響がないと推定される１日当たりの摂取量のことです。 通常、１日当たり体重
１kg当たりの物質量（mg/kg 体重/日）で表されます。

重要なポイント
よく調べてみると、どの食品にも健康に良い成分もあれば逆に悪いものも同時
に含まれていることが多く、テレビの健康番組では、そのうちの一面だけを強調し
て取り上げているので注意が必要です。さらに実効濃度も問題です。もっとも食
品ですと一度にあまり大量に食べられないので、悪い影響が出にくいのですが、
これがサプリメントですと小さな錠剤などになっているので大量摂取が容易で、高
含量製品の場合には過剰症が簡単に起こりますので十分に注意しないといけま
せん。今回の場合は、健康食品として売られているシナモンのクマリンがそれで、
容易に危険領域に達する高含量のものがありますので要注意です。



肉類を食べる時に、健康のことを考えて野菜も同時にたっぷり食べていますか？



なんとまあ、

肉と野菜を一緒に食べると『発がん物質』ができます！！

肉と唾液を混ぜただけでもできるとは驚きです。



避けることのできないニトロソアミンの発生
↑

強力な発がん物質

ハムやソーセージの発色剤・防腐剤や野菜・唾液などに
含まれている亜硝酸塩と肉や魚などに由来するアミンか
ら発がん物質が胃の中でできる。

亜硝酸塩 ＋ アミン → ニトロソアミン
↑

肉や魚などに由来

以上から言えることは、肉や魚と野菜を一緒に食べると発がん物質ができる。肉や魚を咬んで唾液と混ぜた
だけでも同様。これらは避けることが非常に困難なので要注意。



ニトロソアミンとは、アミン窒素上の水素がニトロソ基に置き換わった構造を持つ
化合物群のことで、その中には発がん性(胃がんや肝臓がんなど)のあるものも知
られている。 肉を燻製にしてもニトロソアミンは生じる。
なお、ニトロソアミン類の発がん性の詳細については、現在のところよくわかって
いないないので、どのくらいの量の肉と野菜を食べると、発がんに対して危険か
がわからないので、食事に際して不安がある。すなわち、栄養バランスや味覚の
ことなどを考えて、肉を食べる時には野菜も同時に食べるのが普通であるが、そ
れをすると発がん物質が胃内で生成するなんて、とても困ったことであり、避ける
ことができない。さらに肉と唾液が一緒になっても同様なので、全くどうしようもな
い。それなら肉を食べる時には、なるべく唾液と混ざらないようにするために、肉
を噛まずに丸呑みするしかないが、こんなことは非現実的である。ちなみに、発が
ん性とは関係なく、N-nitrosodimethylamine のLD50 は58 mg/kg(ラット，経口)であ
る。 WHOが示した許容一日摂取量は、 N-nitrosodimethylamineとN-nitroso-N-
methyl-4-aminobutyric acidで96.0 ng/day、 N-nitrosodiethylamineとN-
nitrosodiisopropylamineで26.5 ng/dayである。



肉と野菜を同時に食べることによって、発がん物質であるニトロソアミンが発生
することを防止したいのであれば、たとえば肉は夕食時だけに食べて野菜は食べ
ず、野菜は朝食時と昼食時だけに食べればよいことになるが、毎日・毎回こんな
ことをしておれません。それならば、ベジタリアンには『がん』は少ないのでしょう
か。非ベジタリアンと比べて『がん』が有意に少ないのであれば、肉と野菜を同時
に食べることによって、発生するニトロソアミンが原因で『がん』が発症している可
能性があると言えるのではないでしょうか。これは人体実験になります。
そういえば思い出しました。酒もタバコも一切やらないモルモン教徒には『がん』
が少ないそうで、やはり酒やタバコが発がんの要因になっていると推察されます。
がんや心臓血管病による死亡率がアメリカ合衆国で最も低い人たちの中に数え
られており, 合衆国の白人全体よりも8年から11年寿命が長いとのことです。

それならベジタリアンでモルモン教徒の人たちは、どうでしょうか。興味あります。

そこで、ベジタリアンと『がん』についての英国での研究結果を以下に紹介します。



ベジタリアンには『がん』が少ない傾向があるという研究報告の紹介
Key TJ, Appleby PN, Spencer EA et al. Cancer incidence in British vegetarians. 

British Journal of Cancer. 2009;101:192-197. に報告された研究結果によると、上
記のタイトルのようなことが言えそうです。

上記の英国の研究者らは、同国の菜食主義者および「魚は食べるが肉を食べ
ない人」は、肉を食べる人に比べて、数種類のがんの発症リスクが低いとみられ
ると報告している。これまでの研究では、肉や加工肉の摂取が数種類のがんの
発症リスクを高める可能性があることが示唆されている。具体的には、大腸がん、
食道がん、胃がん、膵臓がん、肺がん、子宮がん、前立腺がんなどである。菜食
主義者（肉も魚も食べない人）が肉を食べる人よりもがんの発症リスクが低いか
否かを調べるため、研究者らは6万1000人を越す英国の男女の情報を検討した。
参加者の内訳は、肉を食べる人3万2403人、魚は食べるが肉は食べない人8562
人、完全菜食主義者2万601人であった。参加者は、平均12年間追跡された。そ
の間、計3350のがんが新たに診断された。食生活で分けられた3つのグループ
（➀肉を食べる人、②魚を食べる人、③菜食主義者）のがん発症リスクを評価す



る際、研究者らはそれらのグループの基本的な違い（年齢、喫煙状態、アルコー
ル摂取、肥満度指数、身体活動度など）を考慮した。グループ間で明らかに頻度
の差があったがんは、胃がん、卵巣がん、膀胱がん、血液がん（非ホジキンリン
パ腫、多発骨髄腫、白血病）であった。★肉を食べる人に比べて、菜食主義者は
胃がん発症リスクが64％、膀胱がん発症リスクが53％、血液がん発症リスクが
45％それぞれ低かった。しかし、菜食主義者は子宮頸がんの発症リスクが高かっ
た（肉を食べる人よりも約2倍高い）。★魚を食べる人は、卵巣がんの発症リスク
が63％、前立腺がんの発症リスクが43％それぞれ低かった。★全てのがんの発
症リスクは、魚を食べる人が18％、菜食主義者は12％低かった。

以上は英国での調査結果ですが、日本でも類似のことが言えるのではないかと
思われます。従って、モルモン教徒の様子とベジタリアンの研究結果などを総合
して、健康法師である私の健康長寿の秘訣の考えは以下のようです。

酒は少な目にしてタバコは全く吸わず、肉も少なめに食べる。



食品名
NO3

-

(μg/g)
Vitamin C 
(mg/100g)

ターサイ 5670 31

サラダ菜 5360 14

菊菜（春菊） 4410 19

ほうれん草 3560 35

チンゲンサイ 3150 24

おおさかしろな 2500 28

ごぼう 2350 3

マッシュルーム 1836 1

サニーレタス 1230 17

白うり 1040 8

はくさい 1040 19

硝酸塩を特に多く含んでいる食品

↑肉類は一桁のオーダーである。

← 50g/day/50kg BW以下

ADI (Acceptable Daily

Intake by JECFA

『青汁』の飲み過ぎに注意！



食品名
NO2

-

(μg/g)
Vitamin C 
(mg/100g)

ほうれん草 7 35

グリーンアスパラ 6.9 15

菊菜 （春菊） 6.4 19

ししとうがらし 6 57

かいわれ大根 5.3 47

トマト 4.7 15

大豆、乾燥 4.5 Trace

精米 4.2 0

えのきたけ 4.2 1

大麦 4 0

亜硝酸塩を特に多く含んでいる食品

↑肉類は0.2やNDのレベルである。



★二級アミンは、肉や魚のタンパク質に多く含まれている。

★野菜には硝酸塩が多く含まれており、それは胃内で還元されて亜硝酸塩に
なる。

★日本人の硝酸塩の摂取量は、１日平均200～400mgで、世界平均の２倍くら
いである。さらに亜硝酸塩自体も野菜などに含まれている。

★二級アミンと亜硝酸は、胃内の強酸性下で自然に反応してニトロソアミンが
できる。

★このニトロソアミン類は、強力なアルキル化剤であり、DNA中のグアニンの
６位の酸素原子をメチル化してアデニンに変えてしまう発がん物質である。

★N-ニトロソジメチルアミンは、ラットに経口投与した場合のLD50は26mg/kg
で、強い急性毒性を示す。また、本物質をわずか1～5ppm含む飼料をラットに
継続的に投与すると、肝臓がんや腎臓がんが発生する。【泉 邦彦著 『発が
ん物質事典』 合同出版 より引用】 これの解説は次ページに続く↓



私たちのような研究をしている者には基礎的なことで常識ですが、ppmが何か
わからない人のために解説しておきます。ppmとは、含量の非常に低い場合に
よく使われる略号であり、perts per millionの各頭文字を取った略号で、百万分
の一(10-6)の意味です。つまり、百万グラム中に1グラム含まれているということ
になります。上記のようにラットの飼料に1～5ppm含まれているというのであれ
ば、飼料1g中に1～5x10-6gと超微量含まれていることになります。なお、10-6g
は1μgと同じです。

★実際に人が、どのくらいの量の肉と野菜を、どのくらいの期間食べ続けたら
どのような『がん』になるのかは不明ですが、こんな調査は不可能だと思います。
常識的な量ならあまり神経質にならない方がベターですが、発がんのことなの
で、気を付けて注意すべきでしょう。しかし、ストレスは、発がんの最大の原因と
も言われていますので、いったいどうすればよいのでしょうか。

★日本の死亡原因のダントツ一位は『がん』です。現時点で年間に40万人近く
が亡くなっている最悪の病気です。しかも、その死者数は、年々増加の一途を



辿っており、グラフから数年以内に２人に１人ががんで亡くなることが予測できま
す。現在の日本では、医療技術も最先端を行っており、国民も健康には十分に
注意していて予防に努力し、検診も毎年受けているにもかかわらず、がん死が
増加の一途を辿っているのはなぜでしょうか。その理由は、上記のような肉と野
菜を一緒に食べると生成する強力な発がん物質のニトロソアミン類とストレス過
多時代の多種・多様なストレスが悪の相乗効果で、避けられない発がんに関与
しているのではないかと思います。なにしろこの両者は、そう簡単に除去できま
せんから。特にストレスは厄介で、低減はある程度可能ですが、完全消去はそう
簡単にできません。ニトロソアミン類に関しては、ベジタリアンになれば発生を防
止できますが、肉大好き人間が突然に肉を止めて野菜ばかり食べるなんて不可
能でしょう。私は健康長寿のことばかり講演したり執筆していますが、『好きなこ
とをして太く短く生きる』のも選択肢であり、『食べたいものを食べずに我慢する
など、色々と無理をしてまで長生きしたくない』とのクレームが時々あります。
たとえがんを撲滅することができたとしても、永遠に死なないということではあ
りません。他の疾病でも同様で、何を撲滅しても、いずれ全員が死にます。その
日は必ず来ます。全ての生物には、絶対に回避できない寿命があります。



ニトロソアミンの生成反応



ビタミンＣ、フェノール化合物などは、胃内で亜硝酸塩を酸化窒素

に変換してしまうので、ニトロソアミンは生成せず、『発がん』は防げ

る。

なので、肉や魚と野菜を食べる時には、ビタミンＣなどを食事の時

に摂取すれば、肉や野菜と野菜を一緒に食べても大丈夫である。

なお、ビタミンＣは多少なりとも野菜に含まれている。



食品中などに含まれている発がん物質の実例

★ 「アフラトキシン」 in カビの生えたナッツ類や穀類

★ 「アクリルアミド」 in ポテトチップスなど油で揚げたデンプン質の食品

★ 「ニトロソアミン」 in ハム・ソーセージ・野菜と肉・魚

★ 「グリシドール」 in 食用油（花王のエコナで話題に）

★ 「カフェ酸」 in コーヒー・レタス・リンゴ・ジャガイモ・セロリなど （ただし、がん抑制作用もある）

★ 「エタノール」 in 酒類 （エタノールの体内での分解産物のアセトアルデヒドに発がん性あり。

ただし、赤ワインのレスペラトロールには制がん作用あり。）

★ 「Trp-P-1, Trp-P-2など」 in 魚などの焦げた部分付近

★ 「プタキロサイト」 in わらび

★ 「ペテシテニン」 in ふきのとう

★ 「トリハロメタンなど」 in 水道水

★ 「カプサイシン」 in トウガラシ

ただし、いずれも大量に食べ続けない限り、ほとんどの場合、問題になりませんので、神経質
になりすぎないようにしてください。。



クマリン(桜)の匂いのしない
木に付いている生きている葉

桜の葉のいろいろ

桜の特徴的な香りは、主として『クマリン』によるものですが、桜の木に付いてい
る生きたままの無傷の葉では、ほとんどその香りはしません。 『クマリン』は食品
添加物として許可されていませんので、桜餅などの香り付けには使用できません。
生の無傷の桜の葉の中にクマリンが遊離の状態で存在しているのではなくて、
その元になる『クマリン酸配糖体』の形で存在しているからです。この配糖体は、
桜の葉の細胞中の液胞の中に局在していますが、葉に傷がついたり死滅すると
細胞が壊れて液胞が破壊され、液胞外に存在する『グルコシダーゼ』という酵素
によって、その糖の部分が切断されて『クマリン酸』が生成し、閉環して『クマリン』
となり、桜の香りの物質ができるのです。以上の反応の要点を次ページに示しま
す。

揉んだ葉

落葉



『桜餅』に使われる桜の葉は、柔らかくて毛が少ないオオシマザクラの葉を塩漬
けにしたものが一般に用いられています。ソメイヨシノは香りが弱いとのこと。最近
は、 『クマリン』のことが気になるのか、それとも扱いが楽で安価なのか、本物の
桜の葉ではなく、プラスチックの葉が使われていることがあります。

桜の葉が傷付いたり死滅(落葉)すると、細胞が壊れて上記のようなメカニズムで
『クマリン』が生成しますが、この物質は脂溶性で水には溶けませんので、桜の花
や葉を塩漬けにしたものに湯を注いで『桜湯』にして、おめでたい時などに飲みま
すが、一枚の葉に含まれている量なんてごく微量ですし、『クマリン』は水に溶け
出さないので、桜湯を飲んでも大丈夫です。



O-Coumaric acid  
glucoside

COOH OH

OHOH

OHHO
HO

HO
HO

OH

HO O

O

Coumarin             Glucose

クマリンが生成する酵素反応

O-クマリン酸グルコシド

クマリン グルコース (ブドウ糖)

Glucosidase
グルコシダーゼ



桜の葉が傷付いて生じるクマリンによる桜の自己防衛

桜の葉が死滅して落葉し、地面に落ちると『クマリン』が生成します。そのクマリ

ンは、他の植物の生育を阻害して育ち難くします。特に双子葉植物に対しては

効果があるらしいです。よって、桜の木の下は雑草があまり育たないとのことで

すが、雑草の種類によっては桜の木の下で普通に育ってますので、この説の

真偽のほどはわかりません。

また、クマリンには抗菌作用や抗酸化作用などもあり、葉を病害虫から守る役

割もあるとのことです。しかし、桜の葉には毛虫などがたくさんいて病害虫に悩ま

されますますので、この通説もあまりあてにならないのではないかと思います。



名称
半数致死量

(mg/kg)
含有するもの/通称

ボツリヌストキシン(A)
0.000000015～

0.00000037
ボツリヌス菌

ダイオキシン 0.0006～0.002 プラスチックの燃焼で

テトロドトキシン 0.01 フグ他

ニコチン 1～7 タバコ

シアン化カリウム 3～7 青酸カリ

亜砒酸ナトリウム 10 ヒ素

カフェイン 200 茶・コーヒー・コーラ等

クマリン 520 桜の葉・シナモン等

塩化ナトリウム 3000～3500 食塩

エタノール 5000～14000 酒類

ビタミンC 12000

砂糖 15000～36000 ボツリヌス菌

純水 86000～360000

各種物質のLD50の例 (Wikipediaの表から一部を抜粋し少し改変)
LD50については、次ページに解説あり。



LD50について
エルディー50、50% Lethal Dose、半数致死量

化学物質をラットなどの実験動物に主に経口投与した場合に、その実験動

物の半数が試験期間内に死亡する用量のことで、投与した動物の50％が死

亡する用量を体重当たりの量（mg/kg）としてあらわしたもの。化学物質の急

性毒性の強さをあらわす代表的指標として利用されています。

実際には、動物実験のデータから用量-死亡率のグラフを描き、死亡率50％

に相当する用量（LD50）を求める。50％値が用いられる理由は、統計学的に

最もばらつきが小さいから。100％値(全数死亡)が用いられないのは、個体差

が大きくて、中には大量に投与してもなかなか死なないしぶとい固体がいるか

らです。一般的には、この値が1500mg/kg以上が安全とみなされています。



一般に薬物を動物に投与した場合に、その効き方は体重にほぼ比例します。

なので医薬品の内服量は、大人の半量を小児の量としています。

人でこのような半数致死量の実験はできないので、ラットなどの実験動物で得

られた値を人に応用しています。通常は経口投与(oral administration)で行われ

るが、腹腔内投与(intraperitoneal administration: i.p.)で行われることもある。成熟

ラットの体重は、Wister系のオスで約4百数十g、メスで約2百数十gくらいです。

研究用として今までに実に多数のラットにお世話になったので冥福を祈ります。

人の体重は、さまざまであり、さらに毒物の効き方はその人の解毒作用(肝機能)

の強弱にも関係してくるので、人によってその実効値は少し異なりますが、細かい

ことを言い出したらキリがないので、 LD50は一般的な概数値と思ってください。

なお、LD50は、毒物のみならず、あらゆる化合物・化学物質などに適用される

ものであり、全く摂取しないと死ぬような必須栄養素の食塩(塩化ナトリウム)や水

にすらあります。



塩漬桜葉使用食品の保存料およびクマリンの一斉分析法の検討

鈴木裕司ら 福島県衛生研究所年報 No.31. 2013

市販の塩漬桜葉３製品のクマリンの分析を実施した結果、すべての
葉からクマリンが0.641 ～ 2.08 g/kg 検出された。
その含量を2g/kgとすると、LD50の520mg/kgの520mgに達するには、
塩漬桜葉が250gと計算される。一般に毒物の効き方は体重に比例す
るので、体重50kgの人なら12.5kg食べた100人中の50人が死ぬ計算に
なる。しかし、こんなに大量の桜の葉の塩漬け(桜餅に巻いてあるもの
と同等)は、とても一度に食べられないので、一枚や二枚食べても死ぬ
ことに対しては全く心配いらないと思う。さらに桜湯にはクマリンは溶け
出してこないので、何ら気にせずに楽しんで飲んでください。



クマリンは肝毒性を持つため、長期過剰摂取した場合、肝機能を害
することが懸念されています。そのため、EUでは医薬品としてのクマ
リン摂取量を体重1kg当たり0.1mgと規定しています。これは体重50kg
の場合1日5mgに相当する量です。
クマリンは脂溶性物質なので、摂取すると肝臓や体脂肪中に蓄積す
る可能性がありますので、要注意です。水溶性物質ならば、数時間以
内に尿中に排泄されてしまい、体内に蓄積されません。



以下は、前回の原稿などに補足するものです。



★前回、ブラックベリーの木には大量のトゲがあって、果実を取るのが大変です
が、ラズベリーにはトゲがないと書きましたが、品種によって異なりますが、少し
だけトゲのあるものもあります。ブラックベリーよりは少ないですが。

★ラスベリーも繁殖力が強くて、庭に苗を植えると、瞬く間に庭全体に広がり、繁
茂し過ぎて何かと大変です。

★ラズベリーの果実も葉も鹿の大好物で、下手をすると全部食べられてしまって、
全滅することがありますので要注意です。鹿がやって来ない家なら大丈夫です。

★なお、カスピ海ヨーグルトに添加するベリー類は、① ブルーベリー、② ラズベ
リー、③ ブラッベリーの順に、前ほど私的には良かった・好みです。③は小さくて
硬い種が多くあり、歯の間に挟まって少し不快です。

以下の写真は、アメリカ西海岸のオレゴン州の州都のポートランドにある親友の
家の庭のラズベリーと時々やって来る鹿です。その鹿は突然にやって来て、撮影
しようとすると、すぐに逃げ去るので、撮影は非常に困難で、奈良公園とは雲泥の
差の鹿の撮影でした。 鹿より後の写真は日本の自宅で撮影したものです。



ラズベリーの花 (わずかに紫色をしている)



ラズベリーの果実を木から取ると、
それが付いていた『果床』が木に残
る。そのために、ラズベリーの果実
の底面には必ず穴が空いている。



米国オレゴン州の親友宅の庭で、ある日の朝に
短時間で収穫したラズベリー。



その庭にやって来る野生の鹿
(その後ラズベリーの実や葉を全て食べて絶滅させてしまった)



『フロリダローズ』という名の青くならないピンク色のブルーベリー
ブドウのような甘みがあります。まだ一般には普及していません。

【特別追加資料】



自宅近くにある阪急系列の有名なスーパーに、こんな『３種ベリーミックス』が売っ
ています。アメリカ産のラズベリー・ブルーベリー・ブラックベリーがセットになって
入っています。右端は、次ページに示すように、カスピ海ヨーグルトに混ぜるため
に、ラズベリーを全てパックから出して皿に移したものです。

以下の５枚のスライド中の全ての写真は、日本の自宅で撮影したものです。



自宅で作った『カスピ海ヨーグルトにメープルシロップとラズベリーを加えたもの』
このガラス容器はフランスのサンルイ VIC 六芒星 クープ型シャンパングラスのビンテージもの

自家製カスピ海ヨーグルトにメープルシロップを加えて攪拌し、そこへ12個のラズベリーを乗せてまた攪拌して完成



上記のラズベリーヨーグルトと同様にして作った
ブラックベリーとメープルシロップ入りカスピ海ヨー
グルト。
このガラス容器は、スウェーデンのOrrefors社の

Majaモデルの大型クープ型シャンパングラスです。
この会社のグラスなどは、ノーベル賞受賞祝賀会
で使われることで有名。

飲食する時には、その器も重要であり、味を大きく
左右します。しかし、器に凝りだしたらもう泥沼です。

『器は料理の着物』：これは総合芸術家・北大路
魯山人が残した言葉の中でも特に有名な一節です。
陶磁、書画、漆芸、篆刻、など幅広い分野で活躍した
魯山人は、美食家・料理家でもありました。魯山人の
残した作品のなかで、特に陶磁に関して注目すべき点
があります。 それは魯山人の作陶の大半が、料理を
盛る器であることです。彼は食器造りの名人でした。



最後に北大路魯山人作 赤椿文茶碗 を紹介しておきます。



北大路魯山人作 赤椿文茶碗 に山本哲先生に金継ぎをしてもらったもの
田口寛蔵 (50年間茶碗を扱っていますが、私の不注意で先日初めて茶碗を割ってしまいました。)



この写真のみ山本 哲(さとし)先生のご自宅にて 【左端の茶碗が今回金継ぎをしてもらったも
の】先生は、奈良在住の有名な漆芸家で、縁があって以前に金継を指導してもらっていました。



終り


