


この原稿がひととおり完成した段階では、びっしり文章のみの内容
でした。しかし、それでは見にくいし、飽きてきて最後まで読んでいた
だけないかと思い、よく考えた結果、所々にニューヨークのメトロポリタ
ン美術館(MET)で私が何回も行って撮影してきた大量にある世界的
名画の写真の中から１２枚を挿入することにしました。文章に飽きて
きたら、それを見て気分転換をしてください。ちなみに各額縁も、それ
ぞれの原画に付属のものです。いずれの原画も評価額がン十億円も
するそうです。しかも現場にはプロテクトする囲いなど何もありません。

ご存じの方もおられると思いますが、METは何かにつけ世界一クラ
スで、凄いです。さらに感激するのは、 METの展示物の撮影は自由
ですし、しかもそれを営利目的に使わなければ公表しても構わないこ
とです。私は時々このMETへ行って名画などを見て癒されております。
今までにMETへは３０回以上も行ったことがあります。



Johannes Vermeer, Dutch (1632‐1675): “Woman with a Lute”, 1664



現在は健康ブームで、健康グッズが非常によく売れており、テレビや
新聞、雑誌などには健康関連の宣伝が、いつも溢れています。
しかしながら、専門家が見たら明らかに間違いや怪しい宣伝文句が
山ほどあり、素人は簡単にだまされているようなので、いくつかの実例
をあげて以下に解説しますので、効果のないものや怪しいものに大金
を使って無駄なことをしないようにされたい。それらは一般に宣伝文句
がなかなか巧妙で、専門家でない限り、その間違いや怪しい点がわか
らず、宣伝文句をそのまま信じ込んでしまって、資金を浪費しているこ
とがよくあるようです。正しい知識を持って無駄をなくしましょう。
健康食品について十分に理解するためには、食品学、栄養学、生化
学、予防医学などの専門的な知識が必要になります。
そこでまず最初に『コラーゲン』を例に、その要点を専門家的に解説し
しておきます。まずは名称についてですが、日本語では『コラーゲン』



で、英語では “collagen” です。両者の最大の違いは、その発音です。
英語の発音は、発音記号で書くと 【kάlədʒən(米国英語), kˈɔlədʒən(英
国英語)】であり、これを無理にカタカナで書くと、ほぼ【カァラァヂャン】
のようになり、長音符号はありません。アメリカ人など英語を話す人に
【コラーゲン】と言っても全く通じませんので、アメリカへ行ってドラッグ
ストアなどでコラーゲン製剤を買うときなどは注意してください。
コラーゲンは、いくら食べても自分の体のコラーゲンにはなりません。
ましてや食べると膝の痛い部分に集まって痛みが和らぐとか、コラーゲ
ンの保湿作用で肌がツルツルになるなんてことは全くありません。ただ
し化粧品などに含まれているコラーゲンは、肌に塗れば保湿作用で肌
が滑らかになることはあるでしょう。とにかくコラーゲンは、食べても効
果はないことを知ってください。それは、コラーゲンの生合成のメカニズ
ムについて知れば容易に理解できることです。コラーゲンの特徴の一



つは、構成アミノ酸に水酸化されたものが多く含まれていることです。
すなわちそれは『ヒドロキシプロリン』です。タンパク質の生合成は、よ
く知られているように、タンパク質の設計図であるアミノ酸配列の情報
がDNA中に書き込まれていて、それに従って各アミノ酸が順に繋がっ
て、やがて高分子のタンパク質の完成となります。ところが、上述のヒド
ロキシプロリンは、まずはプロリンというアミノ酸として配列中に取り込
まれて水酸化されていないプロコラーゲンとなり、最後にビタミンＣが
必要な水酸化反応で、そのプロリンがヒドロキシプロリンとなり、やっと
コラーゲン分子の完成となります。このような最終過程を、専門用語で
post-translational modification (翻訳語修飾)と呼びます。
すなわち、ヒドロキシプロリンはコラーゲンの構成成分にもかかわら
ず、コラーゲンの原料にはなり得ず、プロリンの形でアミノ酸配列に取
り込まれてから水酸化されて、やっとコラーゲンの構成成分となります。



だから、いくらコラーゲンを食べても、たとえ低分子化して吸収されやす
くしたコラーゲンであっても、コラーゲンの原料にはなり得ないことが、
これで理解できたと思います。コラーゲンの生合成には、コラーゲンそ
のものをいくら食べても効果はなく、それよりもビタミンＣが不足すると
コラーゲンができにくくて、構造的に弱いプロコラーゲンのままだと歯ぐ
きの粘膜が弱くて食品が強く触れただけでも簡単に傷付き、出血して
壊血病になりますので、ビタミンＣは不足しないようにしないといけませ
ん。ビタミンＣ不足はダメですが、過剰に摂取すれば、より大量のコラー
ゲンが作られるものでもありません。制御機構が働いていますので。
以上、専門家ではない一般の人にはちょっと難しいかもわかりません
が、私たちは、このようなことを大学や大学院で学び、関連するような
研究で博士号を取得していて、よく知っていますが、専門家なので知っ
ていても当然で特にどうってことはなく、知らない方がおかしいのです。



逆にこのようなことの専門外の素人の人が知らなくても当然です。一般
に、どのような分野でも、アマは本格的なことをしているプロには容易に
は勝てないものですから。健康(食品)について解説するに際し、敢えて
触れておきます。なぜわざわざこんなことを書くかと言えば、どの分野で
も、よくあることですが、専門家以外の人が書いた原稿は、ネットで調べ
たものの単なるコピペ的なものが非常に多く、信頼性に問題があること
がよくあるからです。
以下は各論ですが、何も参考資料は見ずに、頭に浮かんでくることを
そのまま書き続けたものですので、勘違いの部分があるかもわかりま
せん。以下の各項目の冒頭に赤字で書いた部分が問題点なのです。

【参考までに】動植物の名称は、学術的な論文にはカタカナで書きます。
たとえば、ヒト、ウシ、ネコ、イヌ、ニンニク、エンドウ、サツマイモなどの
ように。しかし、大衆向けの記事では、人、牛などの通常の書き方です。



Johannes Vermeer, Dutch (1632‐1675):  “Study of a Young Woman”, 1666-1667



★『薬膳料理』の会で４ヵ月に１回薬膳料理を食べているお蔭で健康

そのものであり長生きできるぞ！

いくら健康に良い食品でも、４ヵ月に１回食べる程度の頻度では、そ
の効果は全く期待できない。効果を期待するのなら、継続して食べな
いといけないので、少なくとも週に２～３回は食べ続けないとダメ。わか
りやすく言えば、たとえばショウガは体を温める効果があり、確かに食
べた時にはそれを実感しますが、その効果がずっと持続していて、以後
は冷え性が治ったというようなことは絶対にあり得ません。一般に水溶
性成分は、せっかく食べても食後数時間以内に尿中に排泄されてしま
い体内に残りません。結論として、 ４ヵ月に１回くらい薬膳料理を食べ
ても、健康増進効果は全く期待できません。逆に体に良くないと言われ
ている成分でも、 ４ヵ月に１回くらい普通に食べる程度では、何の影響



もないことでしょう。大好物の食品で体に悪いと言われているものでも、
たまになら食べても構わないと思います。無理して我慢することはあり
ません。ストレスは万病の元と言われており、我慢することによるストレ
スが問題になります。



Claude Monet, French (1840‐1926):  “Bridge over a Pond of Water Lilies”, 1899



★当店の料理は『化学調味料』を一切使ってないので健康に良い！

これは、あるレストランの歌い文句ですが、結論から先に言えば、
この表現は間違いで、明らかに素人の作文であることがわかります。

料理作りはプロでしょうが、関連分野の学術的なことはアマチュアです
ねー！ なぜか一般の人は、人工物は健康に悪いが、天然物は健康
に良くて安心であるかのように思っているようであるが、そんなことは
全くない。化学調味料の一例としてグルタミン酸ソーダ(味の素)がある
が、天然のコンブに含まれているうま味成分もグルタミン酸ソーダであ
り、両者は全く同一の物質で、化学物質として区別できない。化学の
本質を知らない素人の考え方である。これに限らず、一般に人工物は
純粋であり、その化学物質としての検査も行われており安心であるが、
天然物は、色んな不純物の混入があり、通常はその不純物の検査は



行われておらず、健康に対しても心配だらけである。たとえばコンブで
あれば、それが生育している海水中の重金属などによる汚染とかコン
ブの病気とか色々と問題点があるのにそんな検査はしていない。
さらにビタミンＣの場合は、人工物の医薬品であれば純粋なものは１
グラムが約１０円と安価であり、これなら量的にも金額的にも摂取は容
易であるが、この量を天然のレモンから摂取しようとすると、レモン果実
が約５０個も必要で、約４千円もするので、とても実用的ではない。さら
に天然の市販のレモンには通常は防カビ剤が塗布されているので、特
にレモンを皮ごと利用する場合には健康に良くないし、レモンの木が生
えている場所の大気や土壌などの汚染状態なども心配である。
以上のようなことを知れば、人工物は健康に悪くて、天然物は健康に
良いとは一概に言えないことがわかると思う。むしろ人工物の方が安
全性などのチェックがよくされていて、より安全・安心なのである。



一般の人は『化学』と聞いたり見たりしただけで体に良くないものと
思ってしまうようですが、そもそもそれが根本的な間違いです。この世
の中にある全ての物質は、化学元素を構成成分とする化学物質なの
です。砂糖でも塩でもそうですし、私たちの体を構成する様々な物質も
そうです。たとえば遺伝子、タンパク質、脂肪をはじめとする全て。だか
ら化学物質は体に悪いと言うのであれば、我々の体の中にあるものが
体に悪く、そのようなものは無い方がベターというナンセンスなことにな
ります。悲しいことに『化学』を知らないんですねー。



★レモン３０個分のビタミンＣ含有

このような表示のある製剤やドリンクなどを頻繁に見かけます。これ
はビタミンＣがいかにも大量に入っているかのようなまやかしの表示な
のです。実はレモンのビタミンＣ含量は、それほど大したことはないの
です。通常の食品でビタミンＣ含量の最高は、アセロラ酸味種であり、
その可食部100g当たりなんと1700mgですが、レモンだと果汁100g当た
り、わずか50mgしか含まれておらず、実に34倍もの差があります。
ビタミンＣに関する一般人の誤解は、レモンに大量に含まれていると
思っていることと、純粋のビタミンＣは黄色い色をしていると思っている
ので、ビタミンＣ製剤などのパッケージは、ほぼ全てが黄色い色をして
います。しかし純粋のビタミンＣの結晶の色は無色で透明です。粉末は
光の乱反射で白く見えますが、決して黄色いことはありません。



Claude Monet, French (1840‐1926):  “Water Lilies”, 1919



★ビタミンＣ1000mg含有のドリンク

一流の大企業の商品にもこのような表示のあるドリンクがあります。
これはビタミンＣがいかにも大量に入っているかのような錯覚を消費者
に与える表示法ですが、間違いではないのです。1000mgとは1gと同じ
ことですが、1gと書くと少ないように思いますが、1000mgと書くと、一般
の人は非常に多いような錯覚を覚えるものです。それなら極論ですが、
ビタミンＣ1,000,000,000,000,000fg含有と書けば最高ですよ、メーカーさ
ん。しかし私たちは、いつもこのような数量や単位のことを研究で扱って
いますので、そのような錯覚は全く覚えませんが、かなり問題のある表
示だと思います。mgのmとは、ミリと発音し、1/1000のことです。従って
1000mgとは(1000×1/1000)g なので、カッコの中は１であり、すなおに
１ｇと書けば、簡潔でベストな表現です。次ページを参照してください。



下記の実例の全ては、１ｇ (1グラム) のことです。同じ１ｇでも色んな
表示法があり、よく見ないと誤解することがあります。実際に日本の大
学であったことですが、化学反応で加える試薬の量を、μg単位なのに
mg単位と勘違いして、所定の千倍も多く加えたので、全く予想外のこと
が起こり、大発見に繋がって、やがてノーベル賞がもらえたということが
あったので、千倍もの大きな勘違いは、良いこともあるのですねー。

1,000mg,   1,000,000μg,   1,000,000,000ng,   1,000,000,000,000pg
1,000,000,000,000,000fg ここでmはミリ、μはマイクロ、nはナノ、pは
ピコ、fはフェムトと読み、これらは千倍ずつ変わります。

0.001 kg,   0.000001 ton ←この大きい方の単位は誰でも知っている
と思います。



とにかく 『1000mg という表現は、千倍の千分の1グラム』 ということ
なので、明らかにわざわざ回りくどいことをした、だましの書き方であり、
数字と単位のトリックで、消費者にいかにも大きい数量であるかのごと
く誤解するので、ごまかすためのテクニックであり、実にけしからん表示
法である。これは他の領域でもよくやられていて、たとえば 『このラジカ
セの出力は、なんと1000mWの大出力です。』 のようなのが以前に現
実にありましたが、端的に簡潔に言えば単に『1W』で、どちらも全く同じ
出力ですが、 『1W』 と書くと、やはり『1000mW』よりも、しょぼい感じがし
ますが、これも目の錯覚の一種です。
『私の身長は1800mmです。』と言って、高く見せかけるのと類似のこ

とですが、通常はこのような言い方はしません。



★ 『発酵黒にんにく』は健康に良い！

黒にんにくは、私の特別の専門領域で、私たちが最初に実用化・商品
化しました。その後はあちこちで作られるようになり、普及してきました
が、その中には『発酵黒にんにく』と呼んでいる例が多くあり、学術的に
はこの名称は間違いです。単に 『黒にんにく』と呼ぶべきです。しかし、
健康に良いことは間違いではありません。
『発酵』とは、微生物の作用で、人に有益な飲食物ができることであり、
たとえば日本酒、ビール、パン、チーズ、納豆などたくさんあります。逆
に、微生物の作用で人に有害なものができるのを『腐敗』と言います。
『黒にんにく』の製造過程で、微生物の作用で発酵させる段階はなく、

『発酵黒にんにく』とは呼べません。なぜか一般の人は『発酵』や『酵素』
という単語が大好きで、この単語が入っていると飛びつくようです。



Vincent van Gogh, Dutch (1853‐1890): “ Wheat Field with Cypresses”, 1889



★『多数の野菜や果物を３年間発酵させた酵素』などという健康食品！

これこそ実態が不明で、その中のどのような成分が何に効くのか全く
理解できない実に怪しい商品です。そもそも酵素とは、生体内で常に行
われている生命維持に必要な生合成や生分解などの生体内化学反応
を触媒しているものであり、実体は活性を有するタンパク質です。
一般に分解系の酵素は安定で活性は強い。触媒はごく少量で作用す
るし、何度も再利用が可能なので、生体内の含量は非常に低い。
一般に消化酵素は、経口摂取で作用するが、その他の酵素は、たと
え経口摂取しても微量タンパク質として分解されてしまい、その酵素の
ままで消化管から吸収されて体内へ入り、酵素作用を発揮するという
ようなことはない。また室温で放置すると、短時間のうちに失活する。
少し前にテレビの宣伝で見たが、グラフを示して『加齢とともに体内の



酵素量が次第に減少して、元気がなくなるので、当社の酵素を飲み補
いましょう。』というような内容であった。この宣伝をたまたま見ていて、
これは大間違いだとすぐに気付き、その会社やJAROに言おうかと思っ
たが、言ってもどうせ無駄だと思って実行しなかったが、その後このよう
な宣伝はしなくなった。加齢とともに体内の酵素量がグラフに示すよう
に次第に減少するというのならば、その会社の酵素を飲んだら体内の
酵素量が増加して回復するというデータも示さないといけないが、いくら
がんばってもそんなデータが出るわけがない。なにしろ我々の体内には
千のオーダーの種類の多種多様な酵素が存在しており、そんなのを全
て測定できるわけがない。
ちなみに私は自筆のテキストを使って、大学で長年『酵素化学』の講
義をしていた経験があり、さらに酵素実験の指導も長年していた。その
上、大学院では肝臓の酵素の研究を５年間行って博士号を取得してお



り、その後も大学で長年にわたり酵素の研究を続けていて論文も多数
書いているので、ネットから資料を集めまくって適当にコピペしなくても、
何も見ずに今回の原稿が書けました。
上記のような健康食品の発酵酵素を市販している会社への公開質問
状：その中のどのような酵素が人の何に効くのか公表して欲しい。しか
し、この回答はとても無理でしょう！ 実に怪しい商品だと思いますよ。



Vincent van Gogh, Dutch (1853‐1890): “Irises”, 1890



★『ホルモン料理』を食べて精力を付けて今夜は頑張るぞ！

『ホルモン料理』と聞くと、性ホルモンが含まれていて、精力の付く料
理と勘違いしている人が多いようであるが、そうではなくて、この『ホル
モン』とは牛や豚の内臓などの通常では咬み切れなくて食べるのが困
難なので、『ほ(放)るもの』というのが語源らしい。すなわち、 『食べずに
捨てるもの』ということで、こんなものをいくら食べても精力が付くわけ
がなく、筋とかが多くて硬くて歯で咬み切れず、あまり咬まずに全てを
そのまま飲み込んでいたら、その後１週間くらい胃腸の調子が悪かっ
たと、ハイエナのような消化力を持っている体育会系のタフな学生に聞
いたことがありますが、こんなのは精力増強どころか１週間もの消化不
良で逆に精力が低下します。私は好奇心旺盛で、何でもトライしたいタ
イプですが、話のタネ用でも、こんなのは全くトライしたくありません。



★梅酒

梅酒は古くから日本で飲まれている伝統的な健康飲料とされ、どの
家庭でも作られてきた。しかしながら、それほどポピュラーなものである
のに、梅酒中のどのような成分が何に効くのかよくわかっていないよう
に思う。しかも原料の青梅には猛毒の青酸が含まれているので、食品
には厳禁のはずであるが、飲む梅酒ができるまでに消失しているので
あろうから問題ないのかと思う。梅酒の中の体に良い成分の代表は、
『クエン酸』であると言われており、疲労回復に効くとか言われている
が、量的に見てそれほど大きく貢献しているとは思えない。ちなみに公
表されているデータでは、梅酒100ml中のクエン酸含量は約1.7gである
が、レモン果汁100ml中のクエン酸含量は約6gで、両者にはかなりの
差があり、クエン酸を摂取するだけの目的であれば、梅酒よりレモン



ジュースを飲む方がベターである。もちろん梅酒にもレモン果汁にも他
の成分が色々と含まれているので、一概には言えないが。
最近はノンアルコールの梅酒も発売されているようであるが、古来か
らの普通の梅酒の問題点は、アルコール度数で、なんと8～15度程度
もあり、日本酒やワインと同様なので、健康のためと言えども、飲んで
酔っ払っていては車の運転とかはダメであるし、未成年者は全く飲んで
はいけないので、かなり利用者が限定的される特殊な健康食品である。



Claude Monet, French (1840‐1926): “A Young Girl with Daisies”, 1889



★酒は百薬の長

これは古くから言われていることであり、特に酒飲みは自己弁護に
よく使うフレーズです。確かに適量の酒は血流を増進し、陽気になって
ストレス解消に貢献していますが、酒に弱い人が無理に飲んだり、飲
まされると、下記のような健康上大きな問題が起こります。ところで適
量の酒とはどのくらいの量かが、問題になりますが、これは人によって
も異なりますが、よく言われているのは、日本酒やワインならばグラス
１杯、ビールならロング缶１本程度とのことです。
ところでアルコール飲料と健康との関係で非常に重要なことは以下
のようです：➀アルコール度数が非常に高い酒をストレートでがぶ飲み
すると、アルコールが消化管(特に食道や胃)の粘膜を刺激して『がん』
になりやすいことと、②酒に弱い人は代謝産物のアセトアルデヒドで食



道がんになりやすいことです。
②については補足説明が必要だと思いますので説明しておきます⇒
酒類の成分で問題になるのはアルコール(= エタノール)です。このエタ
ノールは飲むと消化管から吸収されて血液によって肝臓に運ばれ、先
ずはAlcohol dehydrogenaseというエタノール分解酵素によってアセトア
ルデヒドになりますが、このアセトアルデヒドは体内で生成する有害物
質です。さらにアセトアルデヒドはAldehyde dehydrogenaseによってアセ
チルCoAに変換され、さらにいくつかのステップを経て最終的に炭酸ガ
スと水とエネルギーになり、完全に分解されます。ところがこの酵素の
活性が遺伝的に弱い人がいて(日本人に多い)、体内にアセトアルデヒ
ドがしばらくの間蓄積し、それが悪酔いや食道がんの原因となります。
この酵素の活性の強弱は個人差が大きく、同量の酒を飲んでも人に
よって反応(酔い方など)が異なります。



Claude Monet, French (1840‐1926): “Two Young Girls at the Piano”, 1892



★タバコを止めて健康増進するぞ！

これは正しい。タバコは良いとこなしの最悪のものです。タバコに含ま
れるニコチンに麻薬のような作用があり、『ニコチン中毒』で止めたくて
も止められないのです。タバコの煙中には何百種類もの発がん物質が
含まれており、そのうちで最も有名なものは、高級外車のような名前の
『ベンツピレン』です。タバコの煙中には、発がん物質以外にも無数の
有害物質が大量に含まれており、肺から吸収されて血流に乗り、全身
に運ばれるので、肺のみでなく、あらゆる部位の発がんに関与します。
さらに一酸化炭素も含まれており、これは血管収縮作用があるので、
心筋梗塞などを起こす心配があります。また、ヘビースモーカーの肺は、
タールでべっとりと汚染されていて、肺機能が低下しているので、呼吸
器系の病気や手術の時の全身麻酔などにおいて問題になることがあ



ります。
ヘビースモーカーがよく言うことは、タバコ税をたくさん払っているの
で国の歳入に大いに貢献していると。いえいえ、これは間違いで、タバ
コ税の収入よりも、タバコが原因の各種疾患の治療費やタバコが原因
の火災などによる損害の支出の方が多く、もしもタバコが無くなれば、
国の財政はもっと楽になるのです。このことがわかっていないヘビー
スモーカーが多いようです。



★黒アリの精力剤

中国・広西原産の黒アリ(擬黒多刺蟻)は、
自分の体重の４００倍もの重さのものを運
べるらしく、精力剤としても知られている。
しかし、運送屋なら別ですが、一般の人が
特に重い荷物を容易に持てる効果があっ
ても普段は必要ない。精力剤としての効果
は結構あるとのこと。

これのみ皆さんには珍しいものかと思い
ますので、製品の写真を掲載しておきます。



★ロイヤルゼリー

働き蜂が食べると急に体が大きくなって女王蜂に変身し、以後はた
くさんの卵を産み続けるという特別のパワーを蜂に与えるロイヤルゼ
リーであり、ずっと以前から愛用されている高価な健康食品であるが、
蜂とは全く異なる生物の人間に対してどのような効果があるのか、よ
くわからない。イギリスの国民がロイヤルゼリーを食べたらエリザベス
女王のようになれるわけでもないし・・・・・。
パッケージも立派で高価であるし、健康増進に良いものと信じて食べ

続けていると、プラシーボ効果、暗示効果などで多少効いてくることが
あるので、健康食品においては、一般にプラシーボ効果や暗示効果な
どは、現実に重要である。そういう意味では、思考回路が単純な人や
屁理屈を言わない人、だまされやすい人にはよく効き、幸せである。



★にんにく卵黄

にんにくは、太古の昔から健康増進、精力増強などによく効くとされ
ており、4～5千年前のピラミッドの建造に従事していた人たちに、にん
にくを与えて重労働に耐えてもらった話は有名である。にんにくが無け
ればピラミッドは無かったであろうとまで言われている。
そのようなパワフルになれるにんにくに、さらに卵黄を追加して、より
効果を高めようとした商品である。卵黄には、コレステロールが多くて
健康にあまり良くないというようなイメージであるのに、なぜわざわざ
卵黄を追加しているのか聞いたところ、卵は昔から元気になる食品とし
て広く利用されており、運動会があるからとか、風邪を引いたから卵酒
を飲むというようなことがよく行われており、さらに九州地方では、健康
食品としてにんにくと卵黄は一緒によく食べられてたらしい。さらに聞い



てみると、卵黄のコレステロールが問題になるほどの量の卵黄は入っ
ていないので、その点はご心配なくとのことです。



Claude Monet, French (1840‐1926): “By the Seashore”, 1883



★今までの健康成分の□□に加えて□□、□□、□□、□□も
追加したマルチ健康食品

健康に良い成分は、色々と摂取する方が良いだろうと誰でも思う。
しかしながらよく考えてみると、その錠剤の大きさが今までのものと
同じで、追加の各成分が４種類あって、等量だとすれば、各成分の
量は元の１種類しか含まれていない錠剤の１/５にまで低下し、各成
分の効果も１/５に低下するので、マルチになったからと喜べない。各
成分のみが単独で１錠中にフルに含まれているものとは大きく違うの
である。最近、このようなマルチ成分含有健康食品がよく見られる。
二兎を追う者は一兎も得ず！にならないように、売る方も買う方も注
意されたい。ただし追加の健康成分が増えるに従って錠剤の大きさも
大きくなるのであれば別であるが。あるいは、別々に飲めばよい。



★この商品には乳酸菌が１００億個入っています。
★この商品にはグリンピース５万個分のビタミン□が入っています。

★乳酸菌は顕微鏡で見ないとわからないくらい超微細な細菌の微生物
であり、１００億個といっても全く大した量ではないが、１００億個という
数値に誰でも驚くはず。しかしその反撃として、『なーんだ５００億個の
わずか１/５しか入っていないのか？！少ない。』と言ってやればよい。
★グリンピース中にはこのビタミン□がごくわわずかしか含まれていな
いので、たとえ５万個分に相当する量であって、最も高含量の食品なら
１０個分になってしまうようなこともありうる、正論のだましのテクニック。

以上の２例は、間違いの表現ではなくても、明らかに数値の大きさで
消費者を注目させるトリックであり、このような例は実にたくさんある。



★そこそこハードなスポーツを毎日のようにしているので健康長寿だ！

スポーツは、そのハードさに応じて酸素が多く必要になるので、ハード
なスポーツほど吸う空気の量が増加し、その吸った酸素の量に応じて
体内で活性酸素種が発生し、それがたとえば遺伝子を傷つけてがんに
なるとか老化を促進するとか、健康を害するので、激しいスポーツをし
続けるのは、よくない。そのために、激しいスポーツをしている人は長生
きできない人が多いと言われている。それならば、どの程度のスポーツ
がよいのかであるが、ジョギング程度なら毎日やっても問題ないと言わ
れている。逆に多少のスポーツはやらないと、足腰が弱ってしまい、老
化が増進するので、何もせずに、毎日じっとして座っているだけなのは
よくない。



★薬師如来に毎日のように真剣にお願いしているので病気が治る！

神仏に祈るのは精神安定剤のようなもので、心のよりどころとなり、
多少なりともストレス低減になり、健康増進にプラスの効果があると思
われるので、気分的には良いのでは。ストレスは万病の元と言います
ので。
ただし、神仏に祈り、お願いすれば病気が治るのなら医者や病院が
不要になるが、そんなことは絶対にない。あくまで気分の問題。



★僧侶であり殺生は避けたいので肉類は食べずに野菜を食べている

この表現は明らかに間違いであり、生物学の知識が無さすぎる。動
物も植物も生命体としては同じ。たとえば米を例にとれば、食べずに籾
を播種すれば、芽が出て稲に生長しまた籾ができる。しかし、籾を精白
して米にして食べれば、稲を殺したことになり、もはや生き返ることはな
い。動物は他の生物を犠牲にして食べないと生きていけない宿命にあ
る。動物性の栄養素が動物には必須なので、動物を食べないといけな
いのである。しかし植物は、光と水と炭酸ガスがあれば光合成して生き
ていけるので、他の生物を犠牲にしなくても全く問題なく生きられる。
動物には精神・意識があるが植物にはないという人がいるが、これも
間違いらしい。意識不明になった人を植物人間と呼ぶことがあるが、
植物学者が言うには、それは植物に対してとても失礼だ。植物にも意



識は確かにあるのだと。一生命体としては、動物も植物も同じで、人
も牛も魚も蚊も米も大豆も全て同じで、殺せばいずれも殺生に該当す
る。しかし、生命体としては同じでも、蚊やゴキブリを殺しても誰も叱責
しないが、犬や猫を殺したら(現実には通常はこれは実行不可能であ
ろうが)、非難轟轟で鬼畜として攻撃される。これは人間が勝手に自分
たちに害を与えるものか、癒しを与える有益なものかなどで順位を付
けているからである。

とにかく人は他の生物を直接的に、あるいは間接的にでも殺生しな
いと絶対に生きていけないので、殺生は嫌だと言うのであれば、即死
んでもらうしかない。

自宅前の畑から大根を抜いてきて、包丁で切って料理して食べても
殺生したとは普通の人は思わないですよねー。でも生物学的には、
殺生をしたのです。



Edgar Degas, French (1834‐1917): “The Dance Class”, 1874



★スッポンやマムシを食べて精力を付けて今夜頑張るぞ！

これらは、喰いついたら放さないとか毒があって下手をすると殺され
るとかで、とてもインパクトが強い生き物なので、食べると精力が付く
ような錯覚を覚えるのではないでしょうか。精力は精神的なことも重要
なので、効くと思えば効くのです。さらにそのパッケージなども重要で、
黒や金の色を多用し、龍のイラストなどを活用して力強さを表現すると
さらによいでしょう。スッポンやマムシ自体には、バイアグラやアルギニ
ンのような作用はないと思われます。



★糖分・塩分・コレステロールは体に悪いと言われているので、できる
限り最少量しか食べないように努力している。

糖分・塩分・コレステロールは、いずれも生命維持に不可欠のもので
あり、適量は摂取しないといけない。一般の人は、コレステロールは悪
者であり、できる限り食べない方がベターだと思っているようであるが、
それは間違いである。コレステロールは、血管を詰まらせることしか知
らないのではだめで、実は細胞膜やホルモンの原料になったりしており
必須の成分である。そのように重要な働きをしているので、自らでも生
合成しており、食物から摂取したものと自分で生合成したものの両方
のコレステロールが体内にあり、合計量が調節されているので、食物
の制限で摂取するコレステロールがほとんど体内へ入ってこなくなる
と、生合成量が増加し、一時的リバウンドが起こり、逆効果となる。塩



分に関して言うと、夏場にスポーツをすると、たくさんの汗がでるが、そ
の中に塩分が含まれているので、汗と同時に塩分も体外へ出てしまい、
塩分不足になってしまうことがよくある。その時に塩類イオンを含む
スポーツドリンクを飲んで塩分不足を補うとよい。ただし、その適量が
どのくらいかは、汗の量による。逆に汗をかかない冬場に、スポーツドリ
ンクを過剰に飲むと、塩分過多になるので要注意である。



Edgar Degas, French (1834‐1917): “The Dance Lesson”, ca.1879



以上が健康(食品)に関する主な問題点の要約であるが、健康食品に
書いてある表現は、以下の５つに分類できる。

1. 明らかに間違った表現をしているが、素人にはわからないもの

2. 間違いであるとは断言できないが、かなり怪しいグレーゾーンのもの

3. 間違いではないが素人が錯覚することを期待した表現のもの

【実例】乳酸菌100億個含有、ビタミンＣ 1000mg含有など

4. 正しいまともなことしか書いてないもの (真面目な会社)

5. 控え目に書いてあるもの (薬事法などの法律により書けないので)

【注】1. ～ 3. でないと売れない危ない商売である。関係者なのでよくわかる。



治療薬であれば、その効果がすぐわかるが、健康食品やサプリメント
の効果は、とてもわかりにくいので、売る側も買う側も半信半疑のよう
なところがあり、明確に効いたか効かないかわからず、すっきりしない
面がある。
しかし、プラシーボ効果ということもあり、効くと思えば効くので、健康
食品やサプリメントは、無意味とは言えない不思議な存在である。
飲酒、喫煙、食事内容など色んな面で、同じような生活をしていても、
病気になる人がいるし、ならない人もいる。その差は、遺伝子・体質の
相違やストレッサ―に対する応答の仕方(性格)などに起因しているよう
に思える。たとえばヘビースモーカーなのに肺疾患はなくて90歳以上ま
で元気に生きた身内がいる反面、全くタバコを吸わず健康オタクであっ
たのに４５歳で肺がんになって死んだ知人がいる。両者はむしろ例外的
な特例なのかも。



Johannes Vermeer, Dutch (1632‐1675): “Young Woman with a Water Pitcher”, 1664-1665



究極のフレーズとして、

健康食品は、毒にも薬にもならないもの！

とも言われている。これはとても意味深な表現。

健康食品の真相を知りうまく付き合うには

それなりの Intelligence が必要となる！



最後に、とにかく人生は、

『健康が全てではない。

しかし、健康がなければ全てはない。』

であり、健康が第一なのです。

これは、重い病気をすれば確実に痛感します。



人間国宝 荒川豊蔵作 志野茶碗 『富貴長命』



富貴長命

皆様が今後お金に困らず気高く健康で長生きされますように！




