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ラクトバチルス コウソイ発見記念号

キレイと健康を生み出す

酵素のチカラ

+

アルソアが目指す幸福のカタチ

本一の長寿県に導かれましたね。
鎌田●脳や血管の病気、皮ふや脳細

野菜黒糖発酵液の中に新種のすご

鎌田先生（以下鎌田）●アルソアの
も若々しい。三健の精神は、脳や血管

ければ動脈硬化も起きにくいし、肌

るのが慢性炎症。慢性炎症が起きな

胞の老化など、すべてに関係してい

い乳酸菌を発見したそうですね。そ
や臓器を守るには慢性炎症を起こさ

は っ か く れ い し

と思いますよ（笑）
。だからアルソア

鎌田●僕とアルソアは共通点が多い

アルソアが大切にしているものです。

高橋●発酵食品と野菜は、まさに

とはとても重要です。

になるため、野菜をしっかり摂るこ

酸化は慢性炎症の大きなファクター

化力のある色素をたくさん含みます。

野菜は食物繊維が多く、さらに抗酸

はり発酵食品と食物繊維ですから。

る免疫機能があり、腸によいのはや

いろいろな病気をコントロールでき

繊維を摂ることが大切です。腸には

が、なかでも特に、発酵食品と食物

鎌田●５つの習慣全部が大事です

ことにつながる習慣ですね。

照）
」も、まさに慢性炎症を抑える

唱 してきた「 ５つの 習 慣（ 下 図 参

高橋●先生が健康長寿のために提

健康を守る鍵、発酵食品と
野菜で慢性炎症の対策を

に着目しているのもよい発想です。

ると思います。アルソアが白鶴霊芝

の話をぜひ聞きたいと思い、やって

高橋●鎌田先生はその運動で、脳

は似ていると思っていました。

の考えてきたことと、三 健の精 神

ましたが、肌も血管が勝負です。僕

体・血管」が大切と考え展開してき

康づくり運動」を始めるとき、
「心・

鎌 田 ● 僕は、諏 訪 中 央 病 院で「健

先見の明があったのだと思います。

年以上も前に始まった考えですから、

と思います。三健の精神は今から

ふが関連しているという概念に近い

る「脳・腸・皮ふ相関」
、脳と腸と皮

高橋●そうです。それは最近いわれ

の「三健の精神」ですね。

密接な関係にあるというアルソア

鎌田●その基本が、
「心・体・肌」は

いう考え方です。

を受けた体の機能の復元を助けると

不要なものを体から除き、ダメージ

酸菌など自然の恵みのチカラを借り、

カラを利用し活かすこと。野菜や乳

単なるサプリメントより、自然のチ

アルソアの健康づくりの考え方は、

高橋チーフフェロー（以下高橋）●

す健康について教えてください。

ないことが大事という考えにつなが

「心・体・肌のつながりを大切にする精神は
時代を先取りしていたかもしれません」------ 高橋

きましたが、まずはアルソアの目指

アルソアと鎌田先生の
健康づくりの基本

アルソアがすごい
新種乳酸菌を
発見したと聞いて
興味津々です
と一緒に、いろいろな健康づくり活

健康長寿の
ための
５つの習慣

2
3

「大切なのは続けること」と
鎌田先生。
「食に関して、忙
しいときは健康食品に頼る
のも手。僕も頼っています」

運動する

減塩する

鎌田 實

Minoru Kamata●東京医科
歯科大学医学部卒業後、諏
訪中央病院へ赴任。地域包
括ケアの先駆けをつくり、長
野県を長寿で医療費の安い
地域へ導く。日本チェルノブ
イリ連帯基金（JCF）
理事長。
日本イラク医療支援ネット
ワーク（ JIM-NET）の代表。
詳しくは、www.jim-net.org

4 豊かな自然環境

PROFILE

野菜を
たくさん
食べる
無農薬栽培に取り組むレイ
ンボーファームは蜂が歓ぶ
畑。それがすごい新種乳酸
菌の誕生につながることに。

1 鎌田先生より提唱

高橋知也

T o m o y a T a k a h a s hi ●
2008年、アルソアに入社。
アルソアR&Dセンターに所
属し、微生物・天然物を対象
とした素材の開発や有用性
の研究に携わる。専門分野
は微生物学、毛髪科学。趣
味は自然観察。
本誌P6-7の、
ラクトバチルス コウソイ大
発見の漫画にも登場。

アルソアの化粧品と健康食
品の製造工場は、水、空気、
土壌をはじめ、理想の製造環
境が揃う長野県佐久市に。

PROFILE

質のよい
油を摂る

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

発酵食品・
食物繊維を
摂る
アルソアは素材の持つ生命力
いちぶつ
をまるごといただく
「 一物
ぜんたい
全体」の考えで、栄養価が
最も高い旬の野菜を使用。

せ

わ

あ

し

卒中の多発地帯である長野県を日

溢れた野菜

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 ミツバチが来る畑

●

健康をはぐくむモノ、コト●

野菜黒糖発酵液
18番目の
乳酸菌ラクトバチルス
コウソイのことですね。
私たちもびっくりです

2 生命力に

地域社会と協力した健康づくり運動で長野県を日本一の長寿県へと導いた、
諏訪中央病院名誉院長の鎌田實先生と、
アルソアR＆Dセンター チーフフェロー・高橋知也の対談が実現しました。
幸福に生きるために大切な腸の健康や新種乳酸菌発見の話まで、
ここだけのスペシャルトークをどうぞ。
40

SPECIAL TALK
「長野県の健康づくり運動と
アルソアの
“三健の精神”
は似ています」------ 鎌田先生

野菜黒糖発酵液に
驚くべき 番目の乳酸菌
高橋●ラクトバチルス コウソイ（以
下コウソイ）といいます。野菜黒糖
発酵液の新しい可能性を研究してい
たところ、既知の 種とは違う未知
の乳酸菌を発見したんです。さらに
詳しく調べると、これがまったくの
２ あると判明しま
新種かつ優勢菌 ＊で

した。これは非常にすごいことです。
鎌田●国際機関に新種認証登録さ
れたと聞きました。

くり上げた野菜黒糖発酵液があり、

うち、アルソアには無農薬野菜でつ

動を始めたわけです。そうこうする

チルス キムチイは優勢菌ではなく、

キムチイ以来です。しかもラクトバ

されたキムチ由来のラクトバチルス

種の乳酸菌としては、 年前に発見

高橋●発酵食品の名前を付した新

１ の乳酸菌が入っ
その中に 種類 ＊も

グルトでもメーカーを決めずにいろ

い、とあるからです。だから僕は、ヨー

るより多種多様な菌を摂った方がよ

も、いつも同じひとつの菌を摂取す

大学の論文に、乳酸菌でも納豆菌で

と思いましたね。オックスフォード

ていることを知って、これはすごい

す
（詳細はｐ８ ９をご覧ください）
。

の活性化能に加熱耐性があることで

腸の免疫力活性化能が非常に高く、
そ

高橋●数々の有名な乳酸菌に比べて

ソイのすごさは何ですか？

鎌田●輝かしい発見となったコウ

優勢菌としてはコウソイが初です。

いろなものを食べるようにしていま
すが、 種の乳酸菌を一度に摂れる
なら、こんなに楽で体によいことは
ない！ そう感心したわけです。
高橋●それが最近、 番目の乳酸

自社農園のこだわりが
特別な乳酸菌を育てた？

すい環境を整え、自然のチカラを活

す。よい菌やよい草、よい虫が生きや

の自然調和型農法にこだわっていま

です。何という乳酸菌ですか？

鎌田●聞きたかったのはまさにそこ

菌の存在もわかったんですよ。

い偶然を生んだということでしょう。

りをしていたことが、この素晴らし

かる、ある意味ぜいたくな野菜づく

鎌田●アルソアが、時間もお金もか

高橋●アルソアの自社農園は無農薬

生まれたと考えますか？

なぜアルソアの野菜黒糖発酵液に

鎌田●他にはない優秀な乳酸菌が、

用したカタチで育てた野菜を使って
高橋●そういえるかもしれません。

らこそ土壌の微生物も死なず、蜂や

で、無農薬で野菜をつくっているか

れたわけではなく、豊かな自然の中

鎌田●なるほど。人が計算して生ま

を備えたのではないでしょうか。

る中でコウソイは進化し、強いチカラ

で生き延びるため、互いに切磋琢磨す

よいことですね。乳酸菌を摂り入れ

菌の解明がどんどん進むのはとても

もの野菜が発酵して生まれる乳酸

摂取量日本一になりました。何種類

づくり運動を進め、長野県は野菜の

て、そのために野菜に注目し、健康

めることが大事、とずっと思ってき

鎌田●僕は、健康には腸の機能を高

体、肌、心も健康にする
乳酸菌をたくさん摂る生活を

野菜黒糖発酵液をつくっています。
鍵は、その環境に集まる蜂にあると
考えています。仮説ですが、蜂が受粉
活動をする上で、蜂と花と乳酸菌の共

自然が有機的に関係し、特別に強い

ることで腸の機能がよくなり、中高

生関係が生まれます。厳しい自然環境

菌、コウソイが誕生したわけですね。

年になって起きてくる老化や病気を
予防できると大いに期待ができます。

高橋●おそらく、そうだと思います。

高橋●そう思います。しかも腸内の
乳酸菌は、幸福ホルモンといわれる
セロトニンの腸からの放出を促すと
いわれます。セロトニンは脳に働き
かけ、気分がよくなる、よく眠れる
などの研究がされています。コウソ
イではまだですが、今後いろいろ調
べると面白いと思います。コウソイ
の研究は始まったばかりですから。
鎌田●今後さらにコウソイのすご
さが解明されていくのが楽しみで
す。でもとりあえずそれを待つより
も、コウソイを摂り入れる生 活を

4
5

アルソアの
滝口社長と
一緒に

初のアルソア佐久ファクトリィ
無農薬
野菜
たっぷ が
り
こだわりの無農薬野菜を栽培してい
るARSOAレインボーファームで、土
に触れ、
ビニールハウスも見学。
「ここ
の豊かな自然と、アルソアが続けてき
た無農薬栽培へのこだわりが、大切な
蜂を呼び込んでくるんだね」

17

まず始めた方がよさそうですね！

社長の案内で無農薬栽培の
レインボーファームへ

工場のエントランスで。
「小淵沢の本社には時どき
行くけれど、工場は初めて。工場とは思えないモダ
ンな建物だね。空気が澄んで、よい環境だ」

腸の健康に不可欠な発酵食品
を日頃から愛用する鎌田先生。
山梨県・小淵沢のアルソア本社
での対談に先立ち、健康食品の
製造を担う長野県のアルソア佐
久ファクトリィを訪ねていただき
ました。さらに小淵沢ではレイン
ボーファームも見学。鎌田先生の
一日をリポートします。

窓の奥は野菜黒糖発酵液
をつくる発酵室。温度、湿
度が徹底管理され、壁は古
くから発酵室に用いられ
まい
てきた杉材と調湿用の埋
たん
炭を使用。
「さすが要の野
菜黒糖発酵液。
すごく考え
られた厳密な発酵環境で
つくられている。感心！」

アルソアの目指す
健康に欠かせない
大切な２つの場所へ
クトリィ
@佐久ファ

この先で大切な
野菜黒糖発酵液が!?

19

●

鎌田先生の佐久＆小淵沢 探訪記

18

～

空気が
美味しい！
野菜黒糖発酵液は、大きなタンクに約20種の国産無農
薬野菜と黒糖を入れて漬け込み、野菜に付着した乳酸
菌などのチカラで発酵させる伝統的な製法。
漬け込ん
かい
で数日後、発酵液を混ぜる作業“櫂入れ”を行い、乳酸
菌の発酵を調整し、完成。１つのタンクで約5,000本
分の野菜黒糖発酵液ができる。鎌田先生はその櫂入れ
（写真右）
を目撃。
「混ぜ具合で発酵具合が変わるのか。
職人技だね。
この中に、もうコウソイがいる！」

18

●

17

17

これか
ら
工場見
学
ーファーム
Aレインボ
＠ARSO

佐久から
小淵沢へ
移動

いざ、社員でもなかなか入れない聖域、
コウソイ誕生の現場へ

程を
製造工
取材
＊１ 2019年6月現在、ラクトバチルス コウソイを除き、特定されている乳酸菌の数
＊２ 対象とする微生物の集団の中で、
もっとも数が多い菌

「腸の健康はいろいろな乳酸菌を
摂ることが大事。
一度に18種類も
摂れたらこんなに楽なことはないです」
------ 鎌田先生
「無農薬栽培にこだわっていたら
蜂がくる畑になり、
思いがけない
18番目の乳酸菌が生まれました」
------ 高橋

次世代
１
シークエンサー ＊を
使えば、
何かわかるのでは？

腸内フローラの研究が
進みつつあった２０１４年――
ジオリナ 酵素を飲むと
体の調子がよいというウワサが
溢れていた。

わたる

きんそう

１ ヶ月後には東大研究室を訪ね、
共同研究チームを結成 ！

邱 泰瑛

きゅう

ジオリナ 酵素の原料である野菜黒糖発酵液からＤＮＡを
抽出し、ゲノム（ＤＮＡ）の部分解析はすんなりクリア。
そのデータから、
菌叢の ～ ％を
占める
ゲノム解析
未知の菌
クリア！
（通称Ｋ菌）が
発見された。

東京大学（当時＊6）
大島健志朗先生

これで培地組成を
替えるの、何十種類
目ですかね？
いっそ
リンゴジュース

なんてどうです？

詳しく研究するには、
その菌だけを培養しなければ
ならない。しかし、それが
なかなかできなかった。

７ 使う
培地 ＊に
寒天をゼラチン
に替えたら
どうだ？

１年経っても単離培養に
適した培地は見つからず、
邱は 菌を
調べるために
北海道の
北見工業大学へ――

酵液に含まれている１種類しか食べ
なかった。そのため、ほかの培地では
培養できなかったのだ。しかも野菜黒
糖発酵液は糖濃度が高く、微生物が生
ふ か つ

育しにくい。そんな厳しい環境下で
育った 菌は、腸管免疫賦活活性が非
常に高いことがわかった。つまり、免

結果が
でない日々に
悶々とする高橋

菌を生み出していたのだ！

いうアルソアの理念が、この素晴らしい

〝 大自然のチカラを最大限に活かす 〟と

るごと自然発酵させてつくられている。

無農薬で育った生命力に溢れた野菜をま

レインボーファームで穫れた野菜が原料。

と

そ し て、野菜黒糖発酵液は ARSOA

疫力を高めるチカラがすごいのだ。

Ｋ菌の単離培養が
できないと、
部分的な遺伝子情報
以上のデータが
得られないぞ

次世代シークエンサー
のＤＮＡ解析データに
よれば、培養可能で
菌に一番近いと
思われる類縁菌は、
蜂に関係する
菌なんだが…

類の糖を食べるが、 菌は野菜黒糖発

調べてみると、一般的な乳酸菌は多種

なんだ、
この菌は？
よし、調べよう！

データから
未 知の 優 勢 菌 を
発見！
酵 素の発 酵は、 こ の 菌が鍵を
握っていそうだった。そしてＫ菌
は乳酸菌の一種で、蜂の腸内細菌
ラクトバチルス クンキに近いこと
まではわかった。

そうか…

結果
でました！

これだ！
野菜黒糖発酵液の
菌叢解析に
応用できるぞ！

さっそく、次世代シークエンサーの
講演会へ。
そこでは
東京大学の須田 亙 先生が、
九州玄界灘にあるクルマエビの
養殖場の、海水の菌叢解析 ＊２
について講演をしていた。

高橋フェロー、
どちらへ？
ちょっと
散歩

はぁ、
どうした
もんかな…

八ヶ 岳か…自然観察
が好き だった少年の
頃を思い出すなぁ…
癒される…
←感動しすぎて
声にならない

成功の理由は、固体培地から液体培
地へ切り替えたことだった。通常は
やらない手法だが、固体培地を探し
尽くした二人は、追い詰められて発想
を転換することに。

なんて素敵な
誕生日
プレゼント！

10

今後、様々な製品へ
応用され、現代人の健康を
サポートしていく
ことだろう。

12

うん、ま、いっか。
何とかなるさ！

70

K

菌は野菜黒糖発酵液から
「
ラクトバチルス コウソイ」
発見されたことから、
は２０１８年 月 日――
「ラクトバチルス コウソイ」と命名。 滝口社長の誕生日に、産業上の
２０１８年９月９日付で
利用に関する特許を出願。
国際機関に
新種登録された。
K

新種発見なんて
無理だと思った
けどねー 、よく
見つけたね

アルソア本社
代表取締役社長 滝口玲子

大自然の下、
元気を取り戻した高橋。
そして北見工業大学の
邱に連絡を取り、
以前から話していた、
あるアイデアを
試すことにした。

野菜黒糖発酵液を、
液体培地に使ったのだ。
これが功を奏した！

K

K

石川県立大学 山本憲二教授（2019年３月退官）
京都大学名誉教授。腸管免疫賦活評価をした
乳酸菌学会の元会長であり、乳酸菌の世界的権威。

石川県立大学
松﨑千秋助教

そして、研究を
始めて２年経った
ある夜ついに…！

や、や、
やったぁぁぁ！

東京大学（当時＊5）
須田 亙先生

6
7

K

東京大学（当時＊4、＊5）
服部正平教授

これでやっと
菌を詳しく
調べられる！
K

K

アルソアR&Dセンター
研究員（当時＊3）

80

アルソア
高橋知也

K

アルソアR&Dセンター
チーフフェロー
高橋知也
夜食を届けに来た
奥さん

た新種乳酸菌の発見の裏には、
3年もの月日をかけた地道な研究がありました。
その知られざる物語をお届けします。
アルソアR&Dセンターの研究員たちも驚い

「ラクトバチルス コウソイ」大発見!
すごい乳酸菌
センターの
アルソアR&D
開発ストーリー
究
研
る
ざ
れ
ら
知
ガで
マン く！
と
ひも

＊１ 遺伝子の塩基配列を高速に読み出せる装置。 ＊２ 検体に含まれる細菌の種類や分布を解析すること。 ＊3 現・北見工業大学 ＊4 現・早稲田大学 理工学術院 ＊5 現・特定国立研究開発法人
理化学研究所 ＊6 現・公益財団法人 国際科学振興財団 シーラカンス研究所 ＊7 微生物あるいは動植物の組織などを人工的に生育、増殖させるために調製された液状または固形の物質のこと。

♪
腸が元気に
なると

どうも元気がでない

弱った
腸だと…

腸が担っている働き、
その大切さをおさらい

％ を担っています。ま

腸は、栄養を吸収する役割のみならず、
全身の免疫の約
た、免疫に限らず、神経を通して脳に通
じる、いろいろなセンサーを持っている
とても重要な器官です。そのため、腸が
弱ると、便 秘や下 痢、オナラ、食 欲 低 下
だけでなく、肌あれ、元 気がでないなど
様々な不調に見舞われます。一方、腸が
元 気になれば、食 欲がでて、栄 養をきち
んと吸収できる体になり、体力がつきます。
便通はスムーズになり、肌つやもアップ。
腸の免疫活性を上げるには、食物繊維に
よる整腸、ビタミン・ミネラルなどの栄養
成分の補給、また乳酸菌による腸内フロー
ラの調整が大切です。

ふ

か

つ

新種乳酸菌のすごさは、
高い免疫賦活活性と耐熱性
アルソアは、野菜黒糖発酵液の中に見
いだしたラクトバチルス コウソイの腸管
免疫賦活活性を細胞レベルで測定。する
と、非常に高い腸管免疫賦活作用を持つ
ことがわかりました。なんと私たちがよ
種

く知るヨーグルト菌（ 乳 酸 菌とビフィズ
ス菌 ）を含む、既 存のヨーグルト菌

に比べ、ずば抜けて高い活性です。ラク
トバチルス コウソイは、腸の免疫力を高

めるチカラが非常に強いと期待できます。
次に、ラクトバチルス コウソイの腸管
免疫賦活活性には、耐熱性があることも
わかりました。既存のほとんどのヨーグ
ルト菌の活性は、 度、 度と加熱する
クトバチルス コウソイの活性は、 度、
度と加熱しても高いまま維持されてい

70

食欲が低下する

既知のヨーグルト菌よりはるかに高い免疫力活性

腸管免疫担当組織パイエル板細胞を用いた免疫賦活活性の評価。
グラ
フでは７種のヨーグルト菌（乳酸菌／ビフィズス菌）との比較だが、ラ
クトバチルス コウソイは全99種に比べ1位の免疫賦活活性を示した。

99

に従い、どんどん低下します。しかし、ラ

100

オナラがよくでる
熱で菌が死滅しても、免疫力活性はそのまま

ラクトバチルス コウソイと4種のヨーグルト菌
（乳酸菌／ビフィズス菌）
を比較した
グラフ。
ラクトバチルス コウソイは70度で加熱しても腸管免疫賦活活性がまったく
落ちない。
しかも、
100度にしても活性がほとんど下がらないという驚く結果もでた。

ラクト
バチルス
コウソイは

70
70

便秘や下痢をしやすい
腸の免疫力を
アップ！
熱を加えても
パワーはそのまま
G菌
F菌
E菌
D菌
C菌
B菌
A菌

約 世紀前のロシアの科学者、イリヤ・

ブルガリア乳酸菌以来、
１００年に一度の大発見！？

きることがわかりました。

要な健康食品への応用が、非常に期待で

とを意味します。つまり、加熱製造の必

加熱処理をしても、活性が落ちにくいこ

ました。これは、製品を製造する過程で

100

今後の研究成果をぜひお待ちください。

ルの研究ですが、生体への作用については、

とも大いに期待できます。まだ細胞レベ

病原菌やウィルスへの抵抗性が上がるこ

えられます。腸管免疫賦活活性が上がれば、

フ以来の画期的な出来事ではないかと考

新 種 乳 酸 菌の発 見は、イリヤ・メチニコ

示し、高い免疫賦活活性耐熱性を有する

はるかに高い腸の免疫力を高める活性を

イの発見――既知のヨーグルト菌に比べ

ア乳酸菌でした。ラクトバチルス コウソ

寿 説」があります。その正 体はブルガリ

メチニコフにより唱えられた「乳酸菌長

1

腸管免疫力

（IgA）

ラクト
バチルス
コウソイ
F菌
C菌
H菌
ラクト A菌
バチルス
コウソイ

乳酸菌
▼
ビフィズス菌
▼

腸管免疫力

（IgA）

アルソア独自の野菜黒糖発酵液に存在が確認された新種乳酸菌、
ラクトバチルス コウソイ。一般的な乳酸菌とは異なるというそのすごさ、
健康をサポートするパワーをデータとともに解説します。

乳酸菌
▼
ビフィズス菌
▼

L.kosoi 菌
▼
乳酸菌
▼
ビフィズス菌
▼

F菌
C菌
H菌
ラクト A菌
バチルス
コウソイ

に
どんなふう
役立つの？

どんなチカラ
が
あるの？

L.kosoi 菌
▼
100℃-30分
70℃-30分

L.kosoi 菌
▼

腸管免疫賦活活性
腸管免疫賦活活性の耐熱性

8
9

低い
低い

「ラクトバチルス コウソイ」
の
健康パワーを検証!
高い
高い

●

コウソイ」驚きのデータ
●「ラクトバチルス

食欲がでる

栄養をきちんと吸収できる

体力がつく

お通じがスムーズ

アルソアと
白鶴霊芝

白鶴霊芝との出会い
もう20年以上前、アトピー改善のために白鶴霊
芝のお茶を飲んでいるという女性に出会い、話を聞
いたのが始まりです。さらに調べていくと、台湾で
は、免疫力を高めたり、アレルギーを予防・緩和し

白鶴霊芝研究の
パイオニア

たりするお茶として有名だということがわかりまし

目し、1993年頃より研究を開始しました。抗糖化、
抗腫瘍、抗アレルギー作用、また血糖値上昇抑制能、
血圧上昇抑制能、コラーゲン産生作用などの機能
性を研究。最近では、脳機能改善効果の研究も進め
ています。
その結果、酸化や糖化を抑制し、炎症を抑えて、
生活習慣病の予防や抗老化に役立つことがわかっ
ています。今後、さらに研究を重ねていく予定です。

特に注目は根！

アルソアは、白鶴霊芝の特異成分リナカンシンC
がアミロイドβに及ぼす作用を検証。その結果、神経
細胞様株化細胞におけるアミロイドβの細胞毒性を
軽減させることがわかりました。さらに、リナカンシ
ンCに、海馬由来細胞におけるアミロイドβの神経
伸長抑制作用を軽減させる効果を確認しました。
アルツハイマー病の予防には、発症30年以上前か
らの対処が重要であり、若いときからの食習慣が大
切といわれています。白鶴霊芝には、予防医療として
のポテンシャルがあります。食事のように毎日摂取
できる健康食品として、活躍の場が十分にあると考
えられます。
（アルソアR＆Dセンター チーフフェロー 高橋知也）
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し

毎日を元気で美しく過ごすため、大地の恵みに着目して原料にこだわり、
大切に研究を続けるアルソアを代表する独自原料。人生100年時代といわれる今、
生涯にわたってすこやかでいるために摂り入れたい白鶴霊芝、その魅力を深掘りします。

白鶴霊芝

って何
キノコではなく

成分「リナカンシンC」
。以前から抗腫瘍に対

植物

ました。
また2014年からは、リナカンシンCの脳機能改

column

発症すると考えられています。

い

する効果が期待され、積極的に研究を行ってき

発見は、大きなトピックスといえるでしょう。

死滅などが発生し、それに伴って認知症の諸症状が

れ

様々な有用成分を含む白鶴霊芝。なかでも特

見し、2017年10月に国際誌に発表しました。この

アルツハイマー病の発生メカニズムのひとつとして、

く

筆すべきが、根に含まれている白鶴霊芝の特異

研究をスタート。中枢神経系の炎症抑制作用を発

脳にアミロイドβが蓄積することにより、神経細胞の

か

めたのが、すべての始まりです。

善作用について台湾工業技術研究院（ITRI）と共同

予防が大事なアルツハイマー病と
白鶴霊芝の関係

「白鶴霊芝」
を掘り下げ
っ

た。そこで白鶴霊芝の葉を使ったお茶の製品化を進

独自原料の研究開発を大切にするアルソア。白
鶴霊芝の葉だけでなく根の可能性にいちはやく着

人生100年時代のスマートエイジングに期待

は

他にもあ
ります！
アルソア
が注目す
健康素材 る

栄養がいっぱい！

白鶴霊芝は、中国や台湾、イン
ド、マレーシアなどに分布するリ
ナカンサス属キツネノマゴ科の多

白鶴霊芝の根と葉には、ビタミ

年草です。可憐な白い花が、白鶴

ンC、ビタミンE、ビタミンB₁、ビ

が羽を広げているように見えるこ

タミンB₂、ビタミンK、フラボノイ

と、その作用がいわゆる霊芝に匹

ド、鉄、食物繊維、亜鉛など、数多

栽培へのこだわり
良質なものの栽培は大変難しいといわれている

白鶴霊芝

くの栄養素が含まれています。な

はっかくれいし
学名：Rhinacanthus
nasutus (L.) Kurz

かでも注目すべきは白鶴霊芝の特
異成分、リナカンシンC。根にたく
さん含まれています。

敵するほどであることから、キノコ
ではありませんが「白鶴霊芝」と名
付けられました。
中国では健康に役立つ植物とし
て、古くから重用されてきました。

白鶴霊芝。アルソアは、栽培方法や土壌など環境に
こだわり、主に台湾にて栽培。お茶や健康食品、化
粧品原料などに利用しています。また量は限られて
いますが、日本では無農薬栽培に取り組んでおり、
生葉ペーストなどをつくっています。

中国と台湾に残る逸話
かつて中国で、限られた人のみが使うことを許され
ていたという白鶴霊芝。美と健康を追求していた清
せいたいごう

王朝の西太后が、お茶や入浴剤、全身のマッサージ
に使っていたなどの逸話もあり、あまり一般に知られ
ることはなかったといいます。
しょうかいせき

台湾では、蒋介石が中国から台湾に渡る際に持ち
込んだとか、蒋介石付きの薬師が台湾の山に咲く白
鶴霊芝を見つけたなどの逸話が残っています。現在、

体への作用
体への作用は、抗腫瘍などの
生体防御作用に加え、肥満など
の生活習慣病予防への効果が期
待できます。また脳機能の改善
効果も期待されています。

高品質の白鶴霊芝の栽培地として知られている台湾。
権力者に愛されたことで大切に栽培されるようにな
り、そのことが台湾産白鶴霊芝の品質の高さにつな
がっているとも考えられます。
10

「ジオリナ」と「ライフォリジン」
、アルソアの健康食品シリーズ
⑧

⑤

⑦

⑪

健康 Ai

ジオリナ

②

内側からささえる、
すこやかさと美しさ。

Vol.16

⑩

⑫

①

③

旬の野菜・果物・海藻のチカラ

日々元気飲料

からだきよらか茶

500ml

50ml×10本 12,000円（税抜）
50ml×10本×3箱 32,000円（税抜）

48g（1.6g×30袋）
3,800円（税抜）

①ジオリナ 酵素

④ジオリナ 白鶴霊芝EX

10,000円（税抜）

2019年7月1日号 100円（税抜） 発行人／滝口玲子 アルソア本社 株式会社 〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961「アルソア 健康アイ」編集室
■アルソアは、
自然との調和を大切にしています。本誌はFSC®認証紙を使用し、植物油インキで印刷しています。
■本誌の無断複写（コピー）
、転載等一切を禁じます。著作権侵害とみられたものについては、法的手段を講じる場合もあります。

酵素と白鶴霊芝のチカラ

②ジオリナ 酵素プラス

レギュラーサイズ 36g
（120mg×10粒×30袋）
5,500円（税抜）
ラージサイズ 108g
（120mg×10粒×90袋）
15,000円（税抜）

酵素と自然の恵みのチカラ

③ジオリナ 酵素G

180g

20,000円（税抜）

日々快適サプリ

⑦ジオリナ リナカン茶D

からだあったか茶

⑧ジオリナ リナカン茶W

⑤ジオリナ 白鶴霊芝AG

48g（1.6g×30袋）
3,800円（税抜）

52.5g
（125mg×7粒×60袋）
12,000円（税抜）

霊芝の健康力

レギュラーサイズ 14.4g
（60mg×8粒×30袋）
12,000円（税抜）
ラージサイズ 43.2g
（60mg×8粒×90袋）
30,000円（税抜）

食べる美エッセンス

⑪ジオリナ ビエッセ

レギュラーサイズ 45g
（150mg×10粒×30袋）
4,000円（税抜）
ラージサイズ 135g
（150mg×10粒×90袋）
11,000円（税抜）

キレイにアクティブに

おいしくCa補給

⑫ジオリナ ビエッセEX
⑨ジオリナ ピュアカル〈食品添加物〉 レギュラーサイズ 45g
220g（110g×2袋）
7,000円（税抜）

⑥ジオリナ 霊芝

⑨

④

⑥

毎日のCケア

⑩ジオリナ リナカンC

（1.5g×30袋）
10,000円（税抜）
ラージサイズ 135g
（1.5g×90袋）27,000円（税抜）

〈栄養機能食品：ビタミンC〉
115.2g
（320mg×6粒×60袋）
5,000円（税抜）

生命活動のための理想ミネラル

⑯ライフォリジン ミネラル

〈栄養機能食品：マグネシウム・
カルシウム・亜鉛〉57g
（380mg×150粒）
5,800円（税抜）

ライフォリジン

海のチカラを、
未来の自分へ。

足りないときの鉄則サプリ

⑮

⑰ライフォリジン

⑱

⑰

⑭

⑯

⑬

Fe

〈栄養機能食品：鉄・銅・ビタミンB₁₂・葉酸〉
22.5g（250mg×90粒）
4,000円（税抜）

カラダめざめるエネルギー

めぐり、届けるエネルギー

いきいき冴えた毎日を

明るい毎日を

225g（7.5g×30袋）
8,000円（税抜）

285g（9.5g×30袋）
15,000円（税抜）

90g（500mg×180粒）
9,000円（税抜）

27.6g（460mg×60粒）
3,800円（税抜）

⑬ライフォリジン セルエナジー

2019年
7月から

夏のスペシャル
キャンペーン
お得なこの機会に、
ぜひご利用ください。

⑭ライフォリジン サーキュラ

ジオリナ 酵素（500ml）
ジオリナ 酵素ミニ
50ml
プラス1本

+

ジオリナ 酵素プラス
ラージサイズ（90袋）
ジオリナ 酵素プラス
プラス10袋

1本

+ 10袋

ジオリナ 酵素G（180g）
ジオリナ 酵素ミニ
50ml
プラス2本

+

ジオリナ 白鶴霊芝EX（10本×3箱）
ジオリナ 白鶴霊芝EX
3本
プラス3本

ライフォリジン セルエナジー（30袋）
ライフォリジン セルエナジー
プラス3袋

3袋

ジオリナ 霊芝 ラージサイズ（90袋）
ジオリナ 霊芝
10袋
プラス10袋

ライフォリジン サーキュラ（30袋）
ライフォリジン サーキュラ
プラス3袋

+

3袋

ジオリナ ビエッセ ラージサイズ（90袋）
ジオリナ ビエッセ
10袋
プラス10袋

ライフォリジン ミネラル（57ｇ）
ライフォリジン ミネラル
プラス3袋（1袋5粒入）

+

3袋

ジオリナ ビエッセEX ラージサイズ（90袋）
ジオリナ ビエッセEX
10袋
プラス10袋

ライフォリジン オメガ3（90g）
ライフォリジン オメガ3
プラス1袋（1袋12粒入）

+

1袋

+
+
+

2本

⑱ライフォリジン クリア

⑮ライフォリジン オメガ3

+

+

※アルソア製品は、
アルソアR&Dセンターをはじめとする研究機関が協力し、
「安全性」
「機能性」
「専門性」の3つの観点から開発されています。

アルソア製品を
愛してくださるお客さまへ
アルソアでは、ねむの樹ビューティーカウンセラーが
お客さま一人ひとりの肌状態にあわせた「カウンセリ
ング販売」を行っています。毎日肌にふれるものだ
から、安全で最適な製品を、安心とともに、人から人
へ、手から手へ、真心を込めてお届けしたい。それが
アルソアの想いです。アルソア製品はカウンセリン
グとともに、正規販売員からお買い求めください。

