「黒ニンニク」が
私は、本格的に研究することに
力が最大になるまでの蒸し期

明したのです。ちなみに、抗酸化

ひろし

ところで、皆さんは「黒ニン
しました。当時、
「黒ニンニク
間は、私たちの実験では 日間

寛

ニ ク 」と い う も の を ご 存 じ で
を食べると元気になるらしい」

た ぐち

しょうか。黒ニンニクとは、普

三重大学名誉教授・三重大学特任教授・農学博士 田口

冷え症を改善して病気予防・
肥満解消に役立つと大評判！

健康食「黒ニンニク」を
ご存じですか？
ニンニクは、古くから民間薬

通の白いニンニクを蒸して、黒

としか言われていなかった民間

でした。それ以上に黒くなって

ニンニクに比べて抗酸化力が１

も、
抗酸化力は変わりませんが、

私が黒ニンニクに興味を持っ
ニンニクは、何日もかけて蒸
００倍以上に上がったのです。

伝承を、科学的に解明しようと

たのは、三重県志摩地方の海女
し続けると、熟成が進んで徐々
ところで、私たちは、黒ニン

く変化させたものです。

さんたちが、昔から黒ニンニク
に黒く変化していきます。その
ニクのほかに、代表的な食品

として幅広く活用されてきまし
た。紀元前３０００年ごろのエ

を自分たちで作って食べていた
変化が健康にいいといわれてき
４０ ０ 種 類 の 抗 酸 化 力 も 測 っ

最大値になったときには、生の

ジプトでは、ピラミッド建造時

という話を聞いたのがきっかけ
ました。実験に先立ち、私たち
てみました。その結果、コーヒ

思ったのです。

に、労働者たちのスタミナ補給

でした。冷たい冬
は、この黒化によってニンニク
ー、緑茶、キウイ・フルーツと

そして、実験を重ねていく

劣らない抗酸化力を持っている

べても、黒ニンニクは勝るとも

あ ま

のためにニンニクを食べさせて

の海に潜ってもカ
の抗酸化力が増すのだろう、と
いった抗酸化力が高い食品と比

パワーの源となっ
と、ニンニクは黒くなればなる

ことがわかりました。

し ま

いたともいわれています。

ゼをひかず、元気
仮説を立てました。

ていたわけです。
ほど抗 酸 化 力 が増すことが判

また、黒ニンニクを食べる

こうさん か りよく

その話を知った

ともに優れた「福地ホワイト六

と、新陳代謝が活発になり、全

しかし、冷え症は医学的には

ろつ

肥満、肌荒れ、生理不順など、

片種」という品種のみを使用し

身の末 端 神 経を拡張させて血

病気ではありませんので、治療

まず、熟成する前に、ニンニ

ふく ち

長寿のために大いに役立つこと

さまざまなトラブルを引き起こ

ているものが、新しい健康食と

物質）が絡んでいるケースが大

行がよくなる働きが期待できま

法はありません。日ごろの食生

クを玄米発酵液にしばらく浸し

ぺんしゆ

は明らかでしょう。

します。冷え症はまさに「万病

して注目されています。

こく か

な海女さんたちの

かつせいさん そ

のもと」なのです。

半です。活性酸素を除去する抗

す。そのため、冷え症の人が食

活や生活習慣で改善すべき問題

ておきます。そうすることで、

まつたん しん けい

しんちんたいしや

酸化力の高い黒ニンニクを食べ

べると、ポカポカと体が温まり、

ですので、毎日黒ニンニクを食

有用成分が増加し、抗酸化力が

げんまいはつこうえき

にもこだわっています。

この黒ニンニクは、熟成方法

ることは、病気を予防し、健康

眠りにつきやすくなります。

べることは有効な方法だといえ

そして、蒸して熟成をさせた
後は、大きさを選別してトレイ

まな効能があるとはいえ、自分

さて、黒ニンニクは、さまざ

トな質の黒ニンニクに仕上げま

て乾燥具合をチェックし、ベス

す。さらに、１玉ごとに計量し

に分けて乾燥室で乾燥させま

で作るには手間と時間がかかり

す。
出来上がった黒ニンニクは一

過ぎます。炊飯器の保温機能を
使っても、 日くらいは熟成さ

見、普通のニンニクですが、ひ

そして、驚くのは、口に入れる

せないといけません。そこで、

市販されている黒ニンニクで

と甘味があり、プルーンのよう

と皮むくと中身は真っ黒で、そ

お勧めなのは、ニンニクの名産

なフルーティーな味わいで、と

製品化されている黒ニンニクを

地である青森県産のものです。

てもおいしいのです。

のまま食べることができます。

なかでも、水分量や大きさ、味

利用してはいかがでしょう。

20

冷え症は、神経痛や肩こり、

青森県産のニンニクを使用
ひと皮むくと中は真っ黒！

においも気にならず
おいしく食べられる

さらにアップします。

から

発症には活性酸素（老化の原因

ガンをはじめ、多くの病気の

田口 寛

るでしょう。

蒸す前に玄米発酵液に浸すことで
有用成分が増加する

京都大 学 大 学 院 博 士課 程 修了。
農学博士。現在、三重大学名誉教
授・三重大学特任教授。日本ビタミ
ン学会理事。日本栄養食糧学会参
与。各種研究論文総数 200 報以上。
著書 24 冊。現在の主要研究テーマ
は、食と健康・文化と癒し・健康増進・
疾病予防・健康長寿・美の保持など
に関する応用的な研究。
１つの釜で１〜1.5 トンのニンニクを
蒸すことができる
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口臭測定器による実験では、

ほとんど消えてしまいます。

分解され、独特なニンニク臭が

は「Ｓ アリルシステイン」に

で長期熟成させると、アリシン

ころが、黒ニンニクを作る過程

を生む原因となっています。と

いう成分が豊富で、強烈な口臭

生のニンニクは、アリシンと

いるということです。

有の刺激臭が大幅に抑えられて

となっているのが、ニンニク特

この黒ニンニクの最大の特長

食後の口臭の変化
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48

黒ニンニクと生ニンニクの食後の口臭変化を調べてみ
ると、食事直後の口臭に明らかな違いが見られた。

私は 代のころから、ひどい
冷え症でした。真冬になると手
足が痛いくらいに冷たくなり、
とても熟睡などできません。手
袋と靴下をつけたまま寝たり、
ヒーターをつけたりしても、冷
えは治まりませんでした。
そんな私は、昨年の秋ごろ、
インターネットで「 黒ニンニ
ク」が冷えにいいことを知り、
注文しました。以前からニンニ
クを食べると体が温まる感じは

（株）三健総合研究所
出典元：

ク独自の成分であるＳ アリル

パワーアップします。黒ニンニ

は損なわれることなく、むしろ

なっても、ニンニクの健康成分

熟成によって、においはなく

万病のもと「冷え症」を
撃退して病気を防ごう

食べることができます。

していた人も、朝から安心して

が気になる」とニンニクを敬遠

れました。そのため、
「におい

に抑えられるという結果が得ら

て、食後の口臭が８分の１以下

109

た むらめぐ み

と出るようになりました。毎日

になり、朝のお通じもスッキリ

できるおかげか、肌もツヤツヤ

ポカとしていました。毎日熟睡

なく、ふとんの中がいつもポカ

を食べると、冷えを感じること

のですが、就寝前に黒ニンニク

昨年の冬は寒さが厳しかった

ます。

家事の合間でも取ることができ

食べられるので、忙しい仕事や

も、料理をしなくてもそのまま

みたいにおいしいのです。しか

も、食べてみると甘くて、果物

黒ニンニクはほぼ無臭。しか

していたのです。でも、届いた

ることの多い仕事なので、敬遠

していましたが、人と会話をす

歳 田村恵美

代からの冷え症が改善し毎晩熟睡
肌の調子も便通もすべてよくなった

黒ニンニクは生ニンニクと比べ

38

おやつ感覚でおいしく食べるだ

（株）三健総合研究所
出典元：

ら、両手の甲についてサーモグ
ラフィー（熱分布画像）を用い
て表面温度を測定したところ、
分後には平均４・５ ℃の上昇

素を除去し、免 疫 力（ 病気に

年以上、黒ニンニク

を毎晩２、
３片食べていますが、

私も

実際、黒ニンニクで体が温ま
そのおかげか、カゼをひかない
し、病気にもなりません。
ないので、安心して食べられま

黒ニンニクは副作用の心配も

℃、湿度 ％の部屋に集まって
がっていただくことで、
「冷え

す。毎日数片を目安に召し上

１００㎖の蒸留水とともに、黒

症」に悩まされがちな冬を元気

てもらいました。０分、 分、

に役立ててみてください。

としあき

しく思い、仕事に行くのが苦痛

敏明

私はイチゴ農園を経営してい

に感じるようになったのです。

おか

ます。イチゴは冬から春にかけ

たのが「黒ニンニク」です。ニ

低下を感じていました。日々の

しかし近年、私はスタミナの

ニクはほぼ無臭なので、毎朝１

していました。しかし、黒ニン

すが、においがきついので敬遠

ンニクはスタミナがつきそうで

重労働の疲れと前日のお酒が翌

畑仕事を続けるつもりです。

ています。今後もこれを頼りに

クは、大事なスタミナ源になっ

今では、私にとって黒ニンニ

ることができました。

り、今年の酷暑も元気に乗り切

畑で体を動かしてもバテなくな

起きられるようになりました。

上がれませんでしたが、パッと

です。以前は朝、なかなか起き

目覚めがよくなったということ

１ヵ月ほどして感じたのは、

片食べるようにしたのです。
ました。
「自分も年だな」と寂

ふとんから出るのがつらくなり

朝まで残るようになり、早朝、

入れをしないといけません。

準備をするため、年中無休で手

そんな折、知人から勧められ

歳岡

朝の目覚めも寝起きもがぜんよくなり
夏場の畑仕事もバテずに乗り切れる

分、 分、 分後に両手のひ

に乗り切り、さらなる健康増進

ニンニク 片をよくかんで食べ

もらい、 分間安静にした後、

男性７名、女性２名に室温

るので、ご紹介しましょう。

るかどうかを検証した実験があ

体がポカポカと温まるはずです。

システインはアミノ酸の一種

めん えき りよく

こともわかっています。活性酸

ノ酸の含有量が飛躍的に増える

フェノールやアルギニン、アミ

熟成した黒ニンニクは、ポリ

を発揮すると考えられます。

は、冷え症の改善に優れた効果

このことから、黒ニンニク

が確認できたのです。
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60分

対する抵抗力）を高める効果も
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で、血行促進に働くとされてい

表面温度︵℃︶
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大いに期待できます。
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ます。血の巡りがよくなれば、
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て収穫しますが、夏には翌年の
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黒ニンニク摂取後の表面温度の変化（両手のひら・甲）

