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人は誰もがユニークな存在で、ニーズも望み
も目標とすることも違います。健康への道の
りを歩みながら私たちは、共通点の多いたく
さんの人たちと出会い、また、共通点のまる
でないたくさんの人たちとも出会います。そし
て、どちらの人々からも多くを学ぶことがで
きます。広い心で新しい体験を楽しんでいれ
ば、世界は予想外のすばらしい機会を与えて
くれます。
 
何を最高とするかに関わらず、過去のネガテ
ィブな体験や人間関係、状況から離れて、自
分が望む物事に意識を集めていると、クオリ
ティ・オブ・ライフは飛躍的に高まります。
 
ソーシャルメディアに関連してもうひとつ、心
に留めておきたいと思ったのは、他人の投稿
に心酔しないよう注意が必要だということで
す。投稿する人はどのような見せ方をするか
巧妙に考えてアップしています。カメラに入ら
ない範囲のことは何も分かりません。部屋が
散らかっていたり、小さな子供が泣き叫んで
いたり、未払いの請求書が山積みになってい
たりと、最高の人生と程遠い現実がそこにあ

っても、私たちには見えないようになってい
るのです。オンラインで披露されている理想
的な一場面と自分の現実を比較し続けるの
は、不健康な習慣です。嫉妬や羨望といった
ネガティブな感情に気をとられ、ポジティブ
な気持ちや目標意識から逸れていってしま
います。
 
自分にとって本当に意味のある「最高」に集
中することを忘れないで下さい。他人の人生
や羨望を、自分の思考に侵入させてはいけま
せん。あなたは既に、多くの喜びと幸せを手
にしています。そこへ意識を集めていれば、よ
り好ましい人間関係や経験、感情、状況が引
き寄せられてきます。#BestLife のタグで共有
したくなる自分なりの最高の瞬間は、いくら
でも訪れることでしょう。

ハッシュタグ #BestLife
フェイスブックやインスタグラムといったようなソーシャルメディアに
馴染みのある方は、日頃から色々なハッシュタグを目にしていること
でしょう。先日私が見かけた写真は、ある若い女性が動物園で巨大
なトカゲを抱きかかえた姿を写したもので、#BestLife というタグが
付けられていました。「最高の人生って、これが？」と私は思わず口に
出しそうになりました。自分の発想とはあまりにも違ったからです。
でも、ほぼ同時に、なんてすばらしいことだろう、と感心もしました。
最高の人生は人それぞれ、だからこそ、年を重ねるほどに若 し々く生
きることが魅力的なのです。
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最新ニュース
脳に良い家事
このほど行われた研究で、家を頻繁に掃除
すると脳の若さを保つのに役立つことが新
たに立証されました。掃除機をかける、落ち
葉を掃き寄せる、シーツを交換する、といっ
たようなほんの短時間の軽い運動でも、体
の健康に大きく寄与します。報告によると、軽
い運動を1時間増やすごとに1年分、脳が若く
なるということです。1  しっかりと体を動かす
活動が可能なら、さらなる健康効果が期待で
きます。この研究だけでなく他の類似の研究
でも、1日のエクササイズをまとめて行う必
要はなく、小分けにしてよいことが示されて
います。

幸せな気分で過ごしたいなら、アクティブな
生活を心がけましょう。120万人以上を対象と
した研究で、アクティブなライフスタイルを
維持している人は幸福度が高いことが明ら
かになりました。なかでも最も幸福度が高か
ったのは、週に3回から5回、30分から60分程
度の運動を続けている人たちでした。もう一
点注目に値するのは、チームスポーツのよう
に他の誰かと一緒に行う運動で幸福感が増
すという分析です。これは仲間と力を合わせ
るという社会的な特性によるものと考えられ
ます。2 

高齢者に関する最近の研究で、人生を有意
義なものと信じている人は、健康状態を含め
あらゆる物事においてよりポジティブな側面
を楽しんでいると発表されました。生きがい
があることで、心に響く体験、経済的な豊か
さ、良質な睡眠、その他多くの利点がもたら
されるというのです。目的意識のある暮らし
は高齢になってからでもいろいろな方法で
可能です。ボランティアやメンターとして活
動に参加しても、仕事をしても、信仰のため
でも構いません。どんな経緯で従事すること
になったかに関係なく、生きる目的が見つけ
られればそれで良いのです。3 

長い午後の半ばに意識がたるんで、甘いも
のが欲しくなることはありませんか。甘いも
ので気分を高揚させる「シュガーラッシュ」で
残り時間を乗り切っている人は少なくありま
せん。ところが最近の研究では、甘いものに
効果の根拠はなく、ジャンクフードを口にす
るとむしろ気力を削ぐ結果になることが示さ
れました。31件の異なる研究で収集したデー
タを分析したところ、糖分の多い食べ物は気
分を向上するどころか、注意力を低下させ、
疲労を強めることが分かったのです。新しい
研究によると、精白処理された炭水化物を食
べた場合、注意力の低下は60分以内、疲労感
の増大は30分以内に現れるということです。5  
健康的なおやつとして、一掴みのナッツ類
か、ニンジンのスティックとフムス、果物まる
ごと1個を用意しておきましょう。自然な作用
で元気を持続させてくれます。

生きがいの重要性

シュガーラッシュの迷信

エクササイズで気分爽快

ビタミンDと気分の関連性

1 Spartano, Nicole L., Kendra L. Davis-Plourde, Jayandra 
J. Himali, Charlotte Andersson, Matthew P. Pase, Pauline 
Maillard, Charles Decarli, Joanne M. Murabito, Alexa S. Beiser, 
Ramachandran S. Vasan, and Sudha Seshadri. ““Association 
of Accelerometer-Measured Light-Intensity Physical Activity 
With Brain Volume.”” JAMA Network Open 2, no. 4 (2019). 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2745.
2 Chekroud, Sammi R., Ralitza Gueorguieva, Amanda B. 
Zheutlin, Martin Paulus, Harlan M. Krumholz, John H. Krystal, 
and Adam M. Chekroud. ““Association between Physical 

Exercise and Mental Health in 1.·2 Million Individuals in the USA 
between 2011 and 2015: A Cross-sectional Study.”” 
The Lancet Psychiatry 5, no. 9 (2018): 739-46. doi:10.1016/
s2215-0366(18)30227-x.
3 Steptoe, Andrew , and Daisy Fancourt, Daisy. “Leading a 
meaningful life at older ages and its relationship with social 
engagement, prosperity, health, biology, and time use.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2019, 
116 (4) 1207-1212; DOI: 10.1073/pnas.1814723116
4 Briggs, Robert, et al. “Vitamin D Deficiency Is Associated With 

an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-
Dwelling Older Adults.” Journal of the American Medical 
Directors Association , Volume 20 , Issue 5 , 517 - 523
5 Mantantzis, Konstantinos, Friederike Schlaghecken, Sandra I. 
Sünram-Lea, and Elizabeth A. Maylor. ““Sugar Rush or Sugar 
Crash? A Meta-analysis of Carbohydrate Effects on Mood.”” 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (2019): 
45-67. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.

アイルランドで行われた新たな研究で、高齢者のうつ発症
リスクがビタミンD不足により75％も増大することが分かり
ました。思うように屋外に出られない高齢者にとって、ビタ
ミンDの不足は悩ましいところです。太陽のビタミンと気分
の関連性については多くの研究がありますが、今回は国単
位の長期縦断研究であり、規模の大きさと期間の長さでも
注目されています。4  温帯域の春から秋にかけての時期で
あれば、最も日の高い時間帯を避けて屋外で20分も過ご
せば、気分を高揚させるのに必要なビタミンDが確保でき
ます。ビタミンDは紫外線を含む直射日光を浴びることによ
り皮膚で産生されます。また、日光にはそれ以上の効果が
あるとも考えられています。ちなみに、日焼け止めを塗ると
日光を浴びてもビタミンDは作れません。過度の日焼けは
皮膚の老化や皮膚がんのリスクにつながるので予防が大
切ですが、ビタミンDを確保するために日焼け止めなしで
太陽の下に出ることも忘れないで下さい。
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私たちがこういった運動をするのは十中八
九、体に良いからです。背中の痛みが軽減さ
れた、あるいは、1日の終わりに気分を静めリ
ラックスできる、といったような実感も伴って
いるのではないでしょうか。しかし、体のアラ
イメント（骨や関節など骨格の並び）と呼吸
器系とのつながりについて知っている人は
多くありません。

思考、感情、行動の3つの要素が三角形の相
関図を描くことは広く知られています。

呼吸器系が最適に機能している時は、体はも
ちろん臓器、筋肉や神経細胞にまで十分な
酸素が送り込まれています。

例えば、前かがみの姿勢を続けていると、体
は何とかして肺を最大まで開こうとします。そ
して、打開策として補助筋が酷使されます。
肩甲骨の間、首の後ろにある肩甲挙筋と呼ば
れるような補助筋が張って凝るのはそのせ
いです。

見た目に分かりやすい例は、短距離走を終
えたランナーです。肩を激しく上下に動かし
て呼吸する姿が思い浮かぶのではないでし
ょうか。閉塞性肺疾患に苦しむ人が無意識の
うちに肩の筋肉を使って呼吸しているのも、
これと似ています。

時にエクササイズをやり過ぎるとこれと同じ
ことが起こります。一連の筋肉を鍛える時は、
その反対にある筋肉も鍛えることを考えまし
ょう。例えば、来る日も来る日も腹筋を鍛える
なら、これを補完するために背筋を鍛えるこ
とも考慮する、ということです。腹筋を鍛え過
ぎると、筋肉が短く締まってしまうために、前
かがみの猫背気味になってしまいます。

悪い姿勢に関して私たちみんなが思い当た
ることと言えば、長時間座りっぱなしでいるこ
とです。1日中デスクに向かっていたり、長時
間車で通勤したりする人は珍しくありませ
ん。座りっぱなしは喫煙に匹敵するくらい人
々の健康に悪影響があるとの見方もありま
す。長い時間座っているなら、30分から60分
ごとに立ち上がって動くのは必須ですが、そ
れだけでなく、呼吸法や体のアライメントに
も気を配る必要があります。

では、エクササイズしたり動いたりしている
時の正しい呼吸法とはどのようなものなの
でしょうか。一般的に、Cの形に体を丸くした
り、胎児のように膝を抱えるような姿勢をす
る時は息を吐きます。背骨をまっすぐにした
り、長く伸ばしたり、もしくは反り返るような
動作をする時は、息を吸います（例としてヨ
ガならコブラのポーズや上向きの犬のポー
ズ）。背中を丸める猫のポーズと、背中を反
らせる牛のポーズも具体例として考えてみ
ましょう。牛のポーズでは、両手と両膝をつ
いて四つんばいになり、お腹を床に落とすよ
うにしながら、首と尾骨を上に向けるように
背中を反らせ、息を吸います。猫のポーズに
移る時は息を吐きながら、背骨を天井に向
かって丸めていきます。つまり、背骨を伸ば
す時は息を吸い、前かがみに体を曲げる時
や足先にタッチするような時は息を吐く、と
うことです。

04

正しい姿勢を維持するのが重要なことは多くの人の知るところで
す。エクササイズにあたって、良い姿勢をサポートする筋肉や靱帯
を中心にしたストレッチを工夫したり、腹部と背中を支える筋肉を
鍛えるフィットネスのトレーニングメニューを取り入れたりしている
人もいるでしょう。

良い姿勢と呼吸

フィットネス

姿勢と呼吸、そして動作（またはエ
クササイズ）も同様に、それぞれが
独立した要素でありながら、相関
性をもって身体的健康を支えてい
る、と見立てることができます。

釣り合うように背中も鍛えれば、
背筋が腹筋を伸ばすよう手助けし
てくれます。

しかし姿勢が悪いと、本来うまくで
きるはずの呼吸ができていないこ
とがあります。
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立っている時は、頭、肩、下位肋骨、骨盤、膝、
足首をまっすぐ上に向かって並べた姿勢に
します。座っている時は（仕事中など）目線は
コンピューター画面の上部に向かってまっす
ぐ水平になるようにし、肩の力を抜き、背中
を椅子の背もたれでサポートし、腕は90度の
角度で椅子の肘掛に置きます。骨盤は頭の
真下にくるようにし、膝は曲げて足が床に平
らに軽く置かれるようにします。

背骨や骨盤の周囲にある腹筋のインナーマ
ッスル（深層筋）に力を入れ、しっかり呼吸を
しながらこの姿勢を保ってください。

この基本動作がマスターできたら、エクササ
イズのメニューにも応用しましょう。

05

正しい姿勢を強く意識して体に覚
えさせるには、恐らく数週間ほどか
かるでしょう。

息を吐く時は腹部を凹ませます。
息を吸う時にはお腹や胸を膨らま
せることだけでなく、体幹や胸郭
を広げるように意識します。下位肋
骨の辺りに空気を取り込み、できる
だけ大きく広げることに集中して
下さい。
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紅茶は世界で2番目に多く愛飲されている飲
み物で、イギリス、インド、トルコ、中国など、多
くの文化圏で日常に欠かせない存在となって
います。そのままでもおいしく飲めますが、ベ
ルガモットで風味をつけたアールグレイ、ス
パイスを加えたチャイ、アメリカ南部流に甘
味を足して冷やしたもの、好みでハチミツを
加えたものなど、幅広い楽しみ方ができます。
伝統的な飲み物（ガラナ、コーヒー、緑茶、抹
茶、コカ茶）の多くがそうであるように、紅茶
にも健康上のメリットがたくさんあります。

抗酸化物質
フリーラジカルの攻撃から体を守るという点
では主に緑茶が注目を集めていますが、紅
茶も劣るものではありません。紅茶にも、カ
テキン、テアフラビン、テアルビジンの3種の
ポリフェノールで同じくらいの量の抗酸化物
質が含まれています。紅茶を飲むと、体内の
細胞に及ぶ損傷の影響が抑えられ、慢性疾
患の予防に寄与する可能性があるとされて
います。

循環系の健康
フラボノイド類は野菜や果物、赤ワイン、チョ
コレートなどに含まれる抗酸化物質の一種
で、紅茶でもかなりの量が確認されていま
す。フラボノイド類は循環系の健康促進に重
要な役割を果たすと言われており、冠状動脈
性心疾患の発症率を下げるのに紅茶が役立
ちます。1 循環系のリスク因子を既に抱えて
いる人も、1日3杯の紅茶でコレステロール値
と血糖値を改善できるそうです。2  

血圧
循環系の健康のためには、血圧を正常な範
囲に保つことが不可欠です。ある無作為化比
較対照試験では、紅茶の摂取が収縮期・拡張
期両方の血圧の改善に有益であることが示
されています。3  ただし、他の研究では必ず
しも一律の結果が出ているわけではありま
せん。4 

コレステロール
ある研究で1日3回3ヶ月間、被験者に紅茶エ
キスのタブレットか偽薬を摂取してもらった
ところ、紅茶エキス摂取群の方に「悪玉コレ
ステロール」LDLの大幅な減少が認められま
した。5 

脳卒中
緊急性の高さから脳の発作とも言われる脳
卒中では、脳内の血管を流れる血液から充
分な酸素を得ることができない状態になっ
ています。その原因は主に血栓が詰まる、血
管内に障害物ができて狭くなる、血管が破れ
るといったものです。脳卒中は循環系の不調
と直結しています。

実は、脳卒中のうち驚くほど多くの症状は予
防が可能です。スウェーデンで75,000人近い
男女を対象に全員の循環系の健康状態を分
析した研究があり、他の要素を考慮して精査
した結果、日常的な紅茶の愛飲（正確には1
日4杯）が脳卒中の発症率の低さと有意に関
連していることが明らかになりました。6 

血糖値
糖尿を患っているかどうかに関わらず、血糖
値の高さは懸念すべきことです。血糖値が高
いと、腎機能や循環系の状態の悪化やうつ
を招くことがあります。

お茶を飲む習慣があると血糖値に良い影響
があることは、複数の研究で示されていま
す。ある研究では、紅茶に含まれる抗酸化物
質が体内におけるインスリンの活性を助け
ると考察されています。7  

免疫
紅茶が免疫の働きを向上する仕組みはまだ
研究の途上にありますが、その可能性を示
すいくつかの理論を見ると、主に脳腸相関と
抗酸化物質の作用によるものと考えられて
います。8  紅茶に含まれるポリフェノール類
は腸内の微生物叢に好ましい影響を与え、
腸の健康を改善するという可能性も指摘さ
れています。

in Human Subjects with Borderline Hypercholesterolemia.” 
Nutrition Research, vol. 28, no. 7, 2008, pp. 450–456., 
doi:10.1016/j.nutres.2008.04.005.
6 Larsson, Susanna C., et al. “Black Tea Consumption and 
Risk of Stroke in Women and Men.” Annals of Epidemiology, 
vol. 23, no. 3, 2013, pp. 157–160., doi:10.1016/j.
annepidem.2012.12.006.
7 Anderson, Richard A., and Marilyn M. Polansky. “Tea Enhances 
Insulin Activity.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 
50, no. 24, 2002, pp. 7182–7186., doi:10.1021/jf020514c.
8 Hamer, Mark. “The Beneficial Effects of Tea on Immune 
Function and Inflammation: a Review of Evidence from in Vitro, 
Animal, and Human Research.” Nutrition Research, vol. 27, no. 
7, 2007, pp. 373–379., doi:10.1016/j.nutres.2007.05.008.
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以下に挙げる健康上の利点の多く
は、紅茶にたっぷりと含まれる抗
酸化物質によるものです。.

1 Bahorun, Theeshan, et al. “The Effect of Black Tea on Risk 
Factors of Cardiovascular Disease in a Normal Population.” 
Preventive Medicine, vol. 54, 2012, doi:10.1016/j.
ypmed.2011.12.009.
2 Gardner, E J, et al. “Black Tea – Helpful or Harmful? A Review 
of the Evidence.” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 61, 
no. 1, 2006, pp. 3–18., doi:10.1038/sj.ejcn.1602489.
3 Hodgson, Jonathan M. “Effects of Black Tea on Blood 
Pressure: A Randomized Controlled Trial.” Archives of Internal 
Medicine, vol. 172, no. 2, 2012, p. 186., doi:10.1001/
archinte.172.2.186.
4 Elliott, W.J. “Effect of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure: 
A Meta-Analysis.” Yearbook of Cardiology, 2008, pp. 60–62., 
doi:10.1016/s0145-4145(08)05009-0.
5 Fujita, Hiroyuki, and Tomohide Yamagami. 
“Antihypercholesterolemic Effect of Chinese Black Tea Extract 
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消化管の健康
紅茶に含まれるタンニンによる抗酸化作用
と温かな水分は、食後の消化を助けてくれま
す。また、タンニンには下痢を予防する働き
があることも明らかになっています。9 

認知機能
紅茶に含まれるカフェインは集中力や記憶
力をサポートすると考えられています。しか
も、コーヒーほどカフェインの作用が急激に
上下することはありません。ですから、紅茶を
よく飲む人は、苛立ちや不安に至らない、ほ
ど良い程度の明晰な状態が持続することを
実感しているようです。10  アミノ酸の一種で
あるL-テアニンはカフェインとの相乗作用で
気持ちをリラックスさせ、集中力を高めま
す。11 

ストレス
ストレスに対して体内で生じるネガティブな
反応を抑制するにも、紅茶が役立つ可能性
があります。興味深いことに、プラセボと比較
した研究により、紅茶にストレス性ホルモン
のコルチゾールを減らす働きがあることが
判明しています。紅茶を飲む人は主観的に見
てよりリラックスした状態であると認識して
いることも報告されています。12 

水分補給
これまでカフェイン含有飲料は体から水分
を奪うと言われていましたが、最近になって、
それは大量に飲んだ場合（5、6杯かそれ以
上）を除き、さほど心配しなくてよいことが分
かりました。

注意点
以上、ここにあげたメリットは適量の範囲で
紅茶を飲んだ場合の話で、平均的な1日3杯
か4杯程度を想定しています。

また、茶葉から直接抽出した液体を飲むわ
けですから、ブランドや生産元が信頼に値す
るかも考えたほうがよいでしょう。葉や粉末
状の植物性食品は、農薬や化学肥料の影響
を非常に受けやすい性質があります。加え
て、世界でも特に貧しい地域にある茶園で働
く人々のことも考慮したいところです。有機
栽培、適正取引、森林保護などの観点から第
三者機関により認証を受けた、確かな水準
の製品を選ぶようにしましょう。
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これより多量に飲むと、カフェイン
の過剰摂取による苛立ちや水分不
足など、好ましくない影響が出てく
る可能性があります。

9 Doustfatemeh, Sareh, et al. “The Effect of Black Tea (Camellia 
Sinensis (L) Kuntze) on Pediatrics With Acute Nonbacterial 
Diarrhea.” Journal of Evidence-Based Complementary & 
Alternative Medicine, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 114–119., 
doi:10.1177/2156587216654600.
10 Bruin, E.a. De, et al. “Black Tea Improves Attention and 
Self-Reported Alertness.” Appetite, vol. 56, no. 2, 2011, pp. 
235–240., doi:10.1016/j.appet.2010.12.011.

11 Bryan, Janet. “Psychological Effects of Dietary Components 
of Tea: Caffeine and L-Theanine.” Nutrition Reviews, vol. 66, no. 
2, 2008, pp. 82–90., doi:10.1111/j.1753-4887.2007.00011.x.
12 Steptoe, Andrew, et al. “The Effects of Tea on 
Psychophysiological Stress Responsivity and Post-
Stress Recovery: a Randomised Double-Blind Trial.” 
Psychopharmacology, vol. 190, no. 1, 2006, pp. 91–91., 
doi:10.1007/s00213-006-0620-z.
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ご家族の全般的な健康のサポートのために、
安全かつ効果的なオメガ3補給の方法をお探
しなら、オメゴールドがおすすめです。

オメゴールドで健康的な食生活に欠かせな
いオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。

オメゴールドは脂溶性の抗酸化
物質各種を豊富に含む画期的な
オイルサプリメントです。植物か
ら抽出した特製オイルを独自の
配合でブレンドし、DHAとEPA、
オメガ3系脂肪酸のほか、ビタミ
ンDと一緒にソフトカプセルに詰
めました。

DHAとEPAをたっぷり配合した、独自のオメガ3脂肪ブレンド

オメゴールド ®

© 2019 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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同様に、食べきれない量を取ってはいけな
い、と注意されたり、お年寄りから食べるもの
がなくて苦労した頃の話を聞いたりした記
憶はありませんか。

そういった教えは、肥満が蔓延している今の
子供たちには、そのまま伝えられないものと
なりつつあります。大人の内面に定着した概
念は、懐古趣味と化してゆくようです。

食べ物を無駄にしてはならない、という気持
ちは、生物としての本能から来るものなのか
も知れません。

食品廃棄の問題は非常に複雑です。ウエスト
のサイズや家計簿（食品の無駄はお金の無
駄）にとどまらず、環境面から見ても大きな懸
念事項となっています。実は、温室効果ガス
の3分の1は食品生産に由来し、生産された
食品の3分の1が無駄に廃棄されています。
満腹になったからお皿の片隅にいくつかジ
ャガイモを残す、あるいは、半分食べたバナ
ナの残りを捨てる、といった個人的な範囲を
超えて、農畜産業、外食産業、地方自治体や
国単位でも、驚くほど大量の食品が処分され
ています。

現在主流となっている大規模な農業は、水、
電力、燃料を大量に消費します。日常的なお
買い物で何気なくかごに入れている野菜や
果物、穀類は、店舗に並ぶまでにずいぶんと
長い距離を移動しています。食肉用の家畜や
家禽には餌を与えなければなりませんから、
飼料用の作物を育てるために、さらに広大
な土地（と燃料と水）が必要になります。ま
た、農場から流出した水は河川や湖を汚染し
ます。これとは別に、食品を包装するために
もエネルギーが消費され、汚染源や廃棄物
が生じています。

加えて、農家は売れるものしか出荷すること
ができません。同じニンジンでも、形がいび
つだとそれだけで店頭までたどり着かない
廃棄物になってしまいます。

様々な要因が複雑に入り組んだ問題に、個人
としてできることはあるのだろうか、と疑問に
思うのも無理はありません。マクロなレベル
では、政策を決める政府やNPO、業者、農業
従事者が一体となった取り組みが必要です。
フランス政府は、大手スーパーマーケットを
対象に、食品廃棄を違法とする決定を下しま
した。これにより、廃棄するかわりに慈善団
体に寄付するか、農家に飼料用に譲るか、コ
ンポストとして再利用するかのいずれかで
対処することが義務付けられています。

米国においては食品廃棄の約25％は家庭で
生じているそうです。また、イギリスでは農場
で生産されても食卓にのぼることのない食
品が計1500万トンもあると算出されていま
す。いずれも、食品廃棄を気に留めていない
人がいかに多いかを示していると言えます。
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もったいない...食品廃棄
を減らすには

ライフスタイル

目の前にある食べ物は満腹に近い
状態であろうと完食することを習
慣として大人になった人は、しばし
ば子供たちにもそうさせているよ
うです。

丸みに偏りのあるリンゴも消費者
に届くことなく規格外として落とさ
れてしまうでしょう。店頭に並ぶ前
に商品として扱えないからと却下
される農産物は全体の20％～40％
に達するそうです。

世界の資源に影響を及ぼす人類
の活動でも、食品生産はその最た
るものです。作物や動物を育てる
には、膨大なエネルギーが必要で
す。

子供の頃に「全部食べてしまいなさい」「お皿が空になったら食卓を
離れてもいいよ」と言われませんでしたか。
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一個人でも始められることは確かにありま
す。食品廃棄を減らすには、まず、日頃から地
元産の旬のものを購入することです。

野菜や果物の適切な保存方法を知り、冷蔵
庫の中で腐らせてしまわないことも大切で
す。

それから、外見の悪いものを積極的に買い
求めましょう。形の悪い野菜や果物を割安に
購入できる特売コーナーを設置できないか、
八百屋の店長や市場の農家の人に交渉して
みるのも名案です。食料品店やレストランで
余った食品を生活困窮者に配布する慈善団
体についても調べてみましょう。

最後になりましたが、昔の人が言っていたこ
とは間違ってはいません。食べ物を無駄にす
ることは悪いことなのです。だからと言って
お腹がはちきれそうになるまで食べる必要
はありませんが、消費者としてひとり一人が
もう少しよく考えて行動することが望まれて
います。

11

1週間の献立を考え、必要なもの
だけを買いましょう。スーパーマー
ケットに量り売りのコーナーがあ
れば、再利用できる容器を持参し
て使う分量だけを買うことができ
ます。
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どこかの先住民族や古代人の食文化から学
んだ新たなスーパーフードについての知見
は毎日のように舞い込んできます。いずれも
持続可能性や栄養価の高さ、健康への効用
などに優れていて、どんな文化で暮らす人々
がどのようにして食べているのか、体によい
効果をどのように引き出しているのか、と興
味は尽きません。マカダミアナッツ、チアシー
ド、ヘンプ、穀物の代用となるキヌアやファロ
といった草木の種や実も、そういった潮流の
中で普及してきました。他にも、アサイーベリ
ーのようにエキゾチックな風味が新鮮なも
の、飲み物として楽しめる抹茶やコンブチャ
など、多彩な食品が登場しては注目を集めて
います。一方、「本当に食べられるの？」と驚か
される内容のニュースも見聞きします。

昆虫はおそらく今最も新しく、関心の高いス
ーパーフードです。パレオダイエット（石器時
代の狩猟採集による食生活）を突き詰めてい
くと、昆虫が貴重な食べものの一種であった
ことは確かです。私たちの遠い先祖は、日常
的に牛肉を味わえる環境にはありませんで
した。牛を飼うには、広く安全な土地を確保
して長期間草を食べさせなければなりませ
ん。肉類全般が手に入りにくいものでした
し、狩猟で動物が仕留められたとしても、オ
ーガニックでこそあれ、現代人が食している
ような牛肉や豚肉、鶏肉とはかなり違うもの
だったと考えられます。当時の人々は代々受
け継がれてきた経験と知識をもとに、口に入
れても大丈夫なものを探して食べていまし
た。草むらや岩かげで簡単に見つかる昆虫
や幼虫にも、食べられるものがあると伝わっ
ていたはずです。

実は世界に目を向ければ昆虫食は特に珍し
いものではありません。欧米でもセレブやグ
ルメレストランの間で昆虫食の人気が高ま
りつつあります。このトレンドをいち早くつか
んだ欧米の事業者は、小規模ながら、食用昆
虫の生産農業という一市場を形成し始めて
います。

昆虫食の支持者によると、動物性タンパク源
として昆虫は環境に優しいという利点がある
そうです。牛や豚、鶏に与える飼料を作るに
は膨大な資源が必要で、これが環境問題を
悪化させているという一面が指摘されてい
ます。また、家畜や家禽自体が汚染源ともな
ります。大量の二酸化炭素とメタンガスを大
気中に放出するだけでなく、糞尿の混入した
農業廃水は窒素の濃度が高く、川や湖、海に
流出して藻の大量発生を引き起こします。バ
ッタ農場と比較すると鶏農場の排出する温
室効果ガスは90％近く多いと算出されてい
ます。1  また、食肉業界全体が環境に与える
悪影響は、世界中の自動車による影響を合
わせたものと同等とも言われています。2  ち
なみに、本来鶏にとっては、穀物飼料（特に遺
伝子操作されたトウモロコシや大豆を原料
とする、業界で大量消費されているもの）より
も、昆虫の方が餌として相応しかったはずで
す。

地球に優しい暮らしを目指すなら、植物性食
品を中心とする食生活を実践することは重
要なステップです。食肉生産の問題点は、人
間が食べる肉を得るために、動物に大量の
植物性食品を食べさせなくてはならないこ
とです。現代行われている大規模農業による
飼料の生産消費は、環境に壊滅的な打撃を
与えています。昆虫が餌とする植物は、それ
と比べるとごく少量です。食用に生産するに
しても、農場として必要な土地はずっと小さ
くて済み、収穫や輸送で消費される資源もわ
ずかです。とはいえ、今のところはまだ、キロ
当たりの正確な比較は難しいのが現状です。

昆虫食には、栄養価の面でも低カロリーで
健康的なタンパク源という利点があります。
ただし、その詳細についてはさらなる研究が
必要です。加えて、昆虫の種類や飼育方法に
よって栄養価が変わることも考えられます。
例えば、イナゴと蜂の子は全く別の生き物で
す。栄養価も違って当然と言えるでしょう。3 

昆虫食のトレンドはグルメや健康を追及す
る一部の人を魅了するだけでなく、生産者側
の貧困を改善する可能性も秘めています。

ただ、そこに経済成長の要素が加わるとどう
なるかは、複雑な事情が絡むため、見通しが
つけにくいのも確かです。かつてキヌアが注
目を浴びるようになったとき、南米アンデス
山脈周辺（主にボリビア、ペルー、エクアド
ル）の一部先住民の収入が増え、生活水準が
上がりました。ところが値上がりによって、何
世代にもわたって主食としてきた農産物が
大多数の人にとって手の届かないものにな
ってしまいました。

昆虫食に興味を持ったなら、どのように導入
すればよいのでしょうか。昆虫食に積極的な
人の間では、粉砕してプロテインパウダーと
して市販されているものをスムージーに混
ぜる、といった方法が知られています。最寄り
の健康食品店で昆虫食のおやつを扱ってい
るかチェックしてもよいでしょう。斬新なメニ
ューや本格エスニック料理で有名なレストラ
ンに問い合わせてみるのも一案です。昆虫
食は先祖の食生活をたどるパレオ・ダイエッ
トの一環です。狩猟採集時代ではかなわな
かった、チョコレートでコーティングしたバッ
タのような珍味も挑戦してみる価値がありそ
うです。
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健康的なライフスタイルとオーガニック食品はここ数年ですっかり主流の仲間入りをしたように見受け
られます。心身の健康や生活全般の健やかさ、オーガニック食品の選択、大きな規模のエコシステムに
関心を寄せる私たちにとって、好ましい時代になってきたようです。

昆虫食

栄養

その一例が文字通り虫を食べる 
「昆虫食」です。

世界の昆虫食の消費者や一次的
販売者は現段階では発展途上国
に多い傾向にあります。

1 Halloran, A., et al. “Life Cycle Assessment of Cricket Farming 
in North-Eastern Thailand.” Journal of Cleaner Production, vol. 
156, 2017, pp. 83–94., doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.017.
2 Wellesley, Laura, et al. “Changing Climate, Changing Diets: 

Pathways to Lower Meat Consumption.” Chatham House, 7 
Dec. 2018, www.chathamhouse.org/publication/changing-
climate-changing-diets#.
3 Payne, Charlotte. “Giving up Meat and Eating Bugs Can Help 

Save the Planet.” The Independent, Independent Digital News 
and Media, 22 Mar. 2018, www.independent.co.uk/news/
long_reads/entomophagy-eat-insects-food-diet-save-planet-
meat-cattle-deforestation-a8259991.html.
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リフレクソロジー
特集記事

足はとても働き者です。この世界を知るために歩き回るときも、走ったり飛
び跳ねたり踊ったりとアクティブに体を動かすときも、足は常に私たちを支
えてくれています。リフレクソロジーのセラピストの間では、足の役割は体
を乗せるという物理的なものにとどまらないと考えられています。

|    The Art of Growing Young



2019 年7月/8月    |

リフレクソロジーは、足の裏の反射区域（手
や耳などにもあります）と体の各所のエネル
ギーの関連性に着目した代替療法・補完的
健康法です。

リフレクソロジーの施術は、神経系にたまっ
たストレスや滞り、毒素を流して浄化すること
を狙いとし、足の裏の特定の面に圧力を加え
ることで、体内のエネルギーの流れが最適化
され、健康に寄与するという理論に基づいて
います。

大まかに言うと、左足は体の左側にある臓
器、右足は体の右側にある臓器と関係してい
ます。

例えば、マップによると、足裏の中央内側寄り
に圧を加えると、副腎に働きかけることがで
きます。反射区にかけた圧力が対応する部位
のエネルギーを増進し、ストレスや疲労を解
消する、というわけです。足の親指の付け根
には、甲状腺の反射区があります。ここを刺
激することで、代謝を助けることができま
す。

リフレクソロジーの作用についてはいくつか
異なる理論があります。一般的な説では、リ
フレクソロジーの効果は体内の神経系を安
定させることで発揮される、というものです。
この説では、足（もしくは手や耳）の反射区に
圧力を加えると、末梢神経系（末梢神経）か
ら中枢神経系（脳・脊髄）に信号が送られて、
中枢神経系からは体の機能を最適化する信
号が発信される、と説明されています。

その背景には、痛みの主体は脳で知覚され
る主観的なもの、という見解があります。リフ
レクソロジーの施術で反射区を圧すると、体
がリラックスして、脳に痛みとして届く刺激が
軽減される、というわけです。

また、リフレクソロジーが体内の「生命エネル
ギー」の流れを改善し、疾病を緩和するとい
う説もあります。こちらは東洋で発達した指
圧の経絡や気と似た考え方で、体内にエネル
ギーの通り道があることを想定しています。
そのどこかでエネルギーが滞ると疾病につな
がるので、リフレクソロジーで停滞を解消し、
体内のエネルギーの流れを良くすることで健
康促進を図ります。

西洋のリフレクソロジーで最も古くからある
説は「ゾーン」を基盤としたもので、足（もしく
は手）を先端からかかと（手首）に向けて縦
に区分けしたゾーンと、全身を頭頂から足ま
で縦に区分けしたゾーンを対応させていま
す。例えば、足の第2指と第3指の間のゾーン
は、目のあるゾーンに対応します。中国由来
の経絡とは起源も理論も異なりますが、似た
概念や一致する部分も存在します。

リフレクソロジーの施術を受けに行くと、ま
ずは問診から始まります。既往症や今現在の
不調などを話し合ってから施術に入ります。

足へ施術する際は、靴や靴下を脱ぎ、はだし
になってから椅子に座るか、台の上に横にな
ります。セラピストは足の痛みのある場所や
腱膜瘤、いぼやたこの有無を確認します。ま
た施術中の痛み具合についてもしばしば尋
ねられるでしょう。

何か特定の問題（偏頭痛、吐き気、神経痛な
ど）に悩んでいる場合は、それに応じた反射
区を中心に施術してもらえるはずです。問題
がいくつか重なっている場合、あるいは全般
的な改善を希望する場合はおそらく、つま先
からかかとまで施術することになります。手
や耳への施術もあるかも知れません。

リフレクソロジーを受けている間は、時に違
和感があったり、圧を心地よく感じたり、セラ
ピストのエネルギーが刺激となって伝わって
きたりと、様々な感覚が生じます。

15

リフレクソロジー
リフレクソロジーで使われる足裏
の反射区マップには、どの部分が
体のどの部位とつながっているか
が示されています。 

施術は全般的な健康促進を重視
する場合もあれば、特定の不調の
改善を狙うこともあります。

別の理論は、リフレクソロジーは体
内のストレスを軽減し気分を高揚さ
せることで痛みを緩和するとして
います。
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くすぐったくて思わず笑ってしまったり、感情
の蓋が外れたように泣き出してしまったり
と、思わぬかたちでエネルギーがあふれ出る
こともあります。効果の出方も、すぐに実感
できたり、体が反応するのに丸一日かかった
りと様々です。

一般的な施術は30分から1時間程度です。セ
ラピストと会話をしながらでも、静かにリラ
ックスしながらでも構いません。

リフレクソロジーはマッサージや指圧とは似
て非なるものです。マッサージは筋肉を伸ば
したりあるべき場所に戻したりすることでリ
ラックスさせ、血液やリンパの循環を促進し
ます。つまりマッサージは体の外から内へ働
きかけるもの、リフレクソロジーは体の内部
の作用を活かすものです。反射区やツボに働
きかける指圧はリフレクソロジーに似ていま
すが、ツボは全身にあり、場所もリフレクソロ
ジーとは異なります。

リフレクソロジーは重病の診断や治療に用
いることはできません。根本的な治療はでき
なくても、治癒しようと働く体を手助けするこ
とはできます。リフレクソロジーでは、体に手
をあてること自体に癒しの作用があると考え
られています。

痛覚とストレス軽減に着目したいくつかの研
究では、明らかな利点が認められたと報告さ
れています。2 

この種の補完的療法は何世紀もの間、あら
ゆる文化圏で行われてきた歴史があります。
古くは紀元前10世紀の中国において内科と
足のツボを関連付けた文献が確認されてい
ます。かつてマルコ・ポーロが中国医学の文
献のイタリア語訳を手掛けた際、その概念を
ヨーロッパに持ち帰ったことも知られていま
す。19世紀末からイギリスで活躍した神経科
医、ヘンリー・ヘッド卿は、皮膚と神経系と内
臓の関連性に着目し理論化に取り組みまし
た。20世紀に入ってから、アメリカの医師、ウ
ィリアム・H・フィッツジェラルドによって、ケ
ガや治療の痛みはその体の部位に対応する
足の特定の「ゾーン」に圧力をかけることで
緩和されると示されました。彼の業績をさら
に発展させたものがより現代的なリフレクソ
ロジーの反射区マップとなっています。

16

科学的な研究論文を見る限り、効
果のほどについて結論はまだ出て
いません。1  

それはエネルギーの通り道が開
き、体の自己治癒力が働く証とも言
えるそうです。

1 Ernst, E., Posadzki, P., & Lee, M. (2011). Reflexology: An 
update of a systematic review of randomised clinical trials. 
Maturitas 68, 116-120.
2 Kunz, B. & Kunz, K. (2008). Evidence-Based Reflexology 
for Health Professionals and Researchers: The Reflexology 
Research Series.
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ミネラル不足に深く関係しているのは、現代
の大規模な農業です。土壌が疲弊しているの
を肥料で補いながら作物を育てているわけ
ですが、窒素やリン、カリウムと違って、マグ
ネシウムが補充されることはありません。実
のところ、品種改良の結果、あまりマグネシウ
ムを必要としなくなった野菜は多いのです。
それは同時に、私たちにとって野菜がマグネ
シウムの摂取源として優れたものではなくな
ったことも意味します。

居住している国や地域によっては、水道水に
フッ素が添加されています。フッ素がマグネ
シウムと結合すると、消化吸収のできない構
造の物質になります。水そのもの（特に井戸
や湧き水など）がマグネシウムの摂取源とな
り得るはずが、その機会が失われている可能
性があります。

加工食品もマグネシウム不足を加速します。
それは、糖分の多い加工食品を体内で処理
するために、大量のマグネシウムが消費され
るからです。

マグネシウムは強いストレスを感じた時にも
失われます。現代人の心身は、睡眠不足、デ
ジタル機器による過剰刺激、その他の要因
で常に戦闘状態になっています。その間、ス
トレス性のホルモンが分泌されますが、ここ
でも大量のマグネシウムが使われます。

マグネシウムは循環系、血圧調整、エネルギ
ー産生、温度調整、骨や歯の形成、解毒など、
生体維持に欠かせない様々な役割を果たし
ています。消化や排泄の補助、落ち着きを保
つため（ストレス対策）にも使われます。マグ
ネシウムを必須とする酵素は人体に300種類
以上あることが知られています。ですから充
分な量のマグネシウムが得られないと、重要
な生体機能のあれこれが効率的に働くこと
ができなくなってしまいます。

マグネシウム不足の兆候は様々で、他の要
因が多々絡んでくることもあり、自分で見分
けるのは容易ではありません。体内のマグネ
シウムの大半が細胞内（主に骨と筋肉）にあ
るので、通常の血液検査でも（よほどの欠乏
症でない限り）正確な状況は把握できませ
ん。しかも、心臓に必要な量を確保するため
に、骨や筋肉にあるマグネシウムを血液が
運び出し、心臓をはじめ重要な臓器にマグ
ネシウムを届けるといったこともよく行われ
ています。

マグネシウム不足の症状としては、筋肉の痙
攣や萎縮、むずむず脚症候群、激しい頭痛、
便秘、睡眠障害、気分の不安定など、主なも
のだけでもかなり幅があることが知られてい
ます。血液検査を依頼する場合は、赤血球中
のマグネシウム量を調べてもらうとよいでし
ょう。あるいは、単純にマグネシウムが充分
に摂取できていないと想定して、良い摂取源
となるものを食生活に積極的に取り入れる
方が現実的かも知れません。

葉野菜の緑色の色素であるクロロフィルは、
日光をエネルギーに変換する光合成に欠か
せない物質です。光合成をしながら成長した
植物を動物が食べると、その体内でヘム分
子、そしてヘモグロビンが作られます。ヘム
分子の中心には鉄が配位されていますが、
クロロフィルはほぼ同じ構造の中心にマグ
ネシウムを有しています。緑の葉野菜はいず
れもマグネシウムの優れた摂取源になりま
すが、それは作物の育った土壌に充分なマ
グネシウムが存在した場合のことです。コン
ポストではなく化学肥料が使用された畑で
は、マグネシウムが補充されていないことが
考えられます。

発芽させるとマグネシウムがより利用しやす
い状態になるので、これを活用してもよいで
しょう。緑豆や黒インゲン豆のような豆類 

（一晩水に浸しておくと栄養が摂取しやすく
なります）、サバやオヒョウのようなシーフー
ド、人気のあるダークチョコレートからもマ
グネシウムを取り込めます。

サプリメントを利用する場合は目的や体調
に応じて選ぶ必要があります。どんなタイプ
のマグネシウムが自分に合っているか、調べ
てから決めましょう。多種多様なマグネシウ
ム複合体を配合したものなら、幅広くカバー
できます。マグネシウムは局所的に塗布する
方が吸収が良く、消化管を通さずに済む点
は、マグネシウムを飲むと腸が敏感に反応す
る人にとって魅力的です。お風呂にエプソム
塩を溶かして入浴するか、マグネシウムのオ
イルやローションを塗ることを考えてみまし
ょう。塩化マグネシウムは水溶性ですが質感
はオイルに似ていて、塗るサプリメントが市
販されています。

高密度かつ利用能の高いマグネシウムは、
マグネシウムと有益な単細胞生物を組み合
わせたホールフードから摂取できます。ラク
トバチルス・デルブリッキィ亜種ブルガリクス

（Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus）や古来ワイン醸造やパン作りに
使われてきた出芽酵母（Saccharomyces 
cerevisiae ）のような微生物は、生合成や濃
縮の作用により、マグネシウムを最大20％増
量（重量）してくれます。

ホウレンソウやケール、フダンソウ
といった緑の葉野菜はマグネシウ
ムの含有量が高い食品です。

カボチャやスイカの種もまた、マグ
ネシウムの摂取源になります。

19

人体に必要でありながら不足しているミネラルの中でも、マグネシウムはしばしば見過ごされがちです。
マグネシウムは体内のあらゆる活動や過程において不可欠で、文字通り数百もの役割を果たしています。
人体に存在するミネラルで4番目に多いマグネシウムは、地上では8番目、海では3番目に多く存在する普
遍的な物質です。それなのにどうして不足してしまうのでしょうか。また、欠乏するとどうなるのか、それ
を防ぐにはどうすればよいのかも知っておきたいところです。

マグネシウム
ハーブとサプリメント
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小さな子供と接したことのある人なら、聞い
たままの言葉を繰り返す様子を何度も見た
ことがあるでしょう。小さな子供がまるで大
人のような口調で「今の話、ちゃんと聞いて
いたの？」「このお花、本当にきれいね」など
と言うのを聞いて、思わずクスリと笑ってしま
ったのではありませんか。ところが、笑った相
手は鏡に映った自分であったかも知れませ
ん。赤ちゃんが顔を覗き込んでいる人と同じ
表情をして周囲を驚かせるのも、同じく模倣
による学習なのです。

謙虚に振る舞う
子供を大人に劣る存在とみなす力関係は、
世界中の多くの文化圏に見られます。かつて
あるコメディアンがインタビューに応え、子
供は宇宙人がこの世にもたらした小さなサ
イコパスだから、文明人に育て上げるのは大
人の役割だ、と冗談を言っていました。親に
なった人なら多少なりとも頷きながら笑えた
のではないでしょうか。ところが、そのような
力関係が子供にどのような影響を及ぼすか、
考えてみたことはありますか。

平等が普遍的な価値とされる社会（例えばデ
ンマークやスウェーデン、ノルウェー）の人々
は概して、より健やかでよ幸せな暮らしをし
ています。子供から何か学んだことがあれ
ば、子供にそう伝えましょう。子供を一人の人
間として尊重し、心から大切に思っているこ
とを態度で示すのです。子供たちがどんな視
点から何を語ろうとしているのかをよく聞い
て、提案にも耳を傾けて下さい。謙虚である
ことの大切さをオープンに話題にし、日々の
あらゆる場面で他者の尊さに共に目を向け
るよう努めましょう。

強がらない
自分の弱みを隠さないのも謙虚であること
の一側面と言えるかも知れません。親として
子供のリーダー的存在である必要は確かに
あります。子供もまた強くそう願っているでし
ょう。それでも、大人も生きていれば心配に
なったり悩んだりすることがある、ということ
を子供は知る必要があります。

失敗から目を逸らさない
多くの人にとって失敗は恐ろしいものです。
先にも述べたように、子供との関係において
親はリーダーとなる立場にありますが、リー
ダーだからと言って、その選択や言動がいつ
も正しいとは限りません。失敗をするというこ
とについても子供たちと話し合いましょう。
そうすれば、人生には思うように行かないこ
ともある、と考えられるようになります。親が
子の成功を願うのは当然のことですが、成功
に至るまでの過程にいくつかの躓きはつき
ものです。大切なのは、躓きから何かを学び
取ることです。

再起する姿勢を
ネガティブな経験をきちんと処理するには、
ある程度の時間が必要ですが、逆境に耐え
つつ機をみて乗り越え、前進しなくてはなり
ません。仕事で抱えた難しいプロジェクトに
ついて、どうすればいいか分からず困ったと
きに、どうやって乗り越えたかを子供に話し
てみましょう。その時々の気持ち（焦り、怒り、
失望など）を表しながらも、諦めずに解決の
緒を見つけて行く様子を語って下さい。
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子供たちは驚くほど聡明です。今この瞬間を最大限に満喫すること
にかけては、大人は子供の足元にも及びません。そして子供たちは
実によく観察しています。子供たちの目には入っていないだろう、と
大人が思っていても、ちゃんと見ているものです。「真似っこをしてい
ないで言われた通りにやりなさい」というのは非現実的です。子供た
ちは大人の行いを通して世間の規範を知り、身につけます。

ロールモデル

家族の健康

これまでの人間関係（職場でもプ
ライベートでも）において、優勢を
前提として振る舞う相手にまとも
に対応する気になれたか、振り返
ってみて下さい。 

子供がスポーツの試合で負けたと
きは「次はうまくいくよ」と早々に
切り上げるのではなく、自然に繋が
っていく会話に寄り添い、気持ち
を言葉にするよう促して下さい。

それは、恐れや不安を人間に普通
に生じ得る感情として受け止めら
れるようになるからです。また、恐
れをなすような事態に直面し、退
避を選ばざるを得ないことがあっ
たとしても、怖いという気持ちに立
ち向かう姿を見せることに意味が
あります。
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優しさを行動に
運転中に目の前で無理な割り込みをされて
も優しい気持ちでいるのは難しいことです。
いつも音楽を大音量で流す隣人についても
苛立ちは隠せないものです。

子供がお友達や動物、きょうだいに優しく接
することができたら、しっかりと褒めてあげま
しょう。特に誰かの手助けができたときはチ
ャンスです。

忍耐強く
幼児教育の専門家が言うには、早くから待つ
ことを覚えるのはとても大切なことだそうで
す。瞬時にあらゆる満足感が得られる今日の
スピード社会ではしばしば見過ごされがち
ですが、時間をかけてじっくりと取り組めるこ
と、忍耐強く待てることは優れた特質です。生
涯役立つスキルとなり得る忍耐強さについ
ても模範を示しましょう。例えば、オーブンに
入れたパイが焼きあがるのを一緒に待ちな
がら、欲しいものが手に入るまでの時間に意
味を見出すことを促してみましょう。そして、
望むものを手にするまで、時間が必要なこと
もあるのだと伝えて下さい。

21

行動に偽りがあると子供たちはす
ぐに見抜きます。親も他者に腹を
立てることがあるのを隠す必要は
ありませんが、礼を失することなく
諍いを解決する姿勢を見せるのは
大切です。
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まず、健康的なお通じとはどのようなもの
でしょうか。

チェックポイントのひとつは排便の頻度です。
「普通」といってもその実態は人それぞれ
で、7日に1回が普通になっている人もいれ
ば、1日に7回が普通になっている人もいま
す。

腸の健康のためにもう一点確認すべきは、
便の性状です。小石のような固いものでしょ
うか、ゆるく水っぽい状態でしょうか。消化し
きれなかった食べ物が残っていることはよく
あるでしょうか。トイレの水に浮くでしょうか、
底へ沈んでいくでしょうか。水面に油分が浮
かんでくることはあるでしょうか。

医療では診察の際にブリストル便性状スケ
ール（BSスコア）という指標が使われていま
す。これは、固くコロコロとした便（便秘）から
水様便（下痢）まで、大便の性状を7段階に分
類したもので、最も理想的なのは4番目とさ
れています。BSスコアの4番は、スムーズで柔
らかさのあるソーセージ（バナナ）状を示し
ています。

便の色も腸の健康状態を表しますが、すべて
をそれで判断してよいわけではありません。
例えば、赤紫色のビートルートを食べた翌
日、食事内容をすっかり忘れてトイレに行き、
赤い便に驚くといったことはよくあります。同
様に、ニンジンやパパイヤを大量に食べた
後にオレンジ色っぽくなることもあります。 
一般的には、ミルクチョコレートくらいのや
や濃いめの茶色が普通です。

粘性のある黒い便は、上部消化管からの出
血を示しています。便に鮮血が混じるか付着
する場合は、下部消化管の出血（事例が多い
のは痔疾による静脈瘤から）が疑われます。

腸の調子は加齢やライフスタイルの変化に
よって変わっていきます。必ずしもそうとは限
らないものの、年をとると運動量が減り、座っ
ている時間が長くなる傾向があります。一人
暮らしになると、生鮮食品から料理をするよ
り、出来合いの加工食品の方が便利に感じ
られることもあるでしょう。シニアになってか
ら生活費を抑えるために、質の良い野菜や
果物を買うのをためらうようになる人もいま
す。さらに服用している薬の影響で正常な消
化や排泄に支障をきたすこともあります。

では高齢になってからもスッキリ快調
でいるためにはどうすればよいのでしょ
うか。

当然ながら、健康的なお通じのためには健
康的な食生活が重要です。軟便傾向の人は、
バナナ、ご飯、リンゴ、トーストを食べる量を
増やしてみましょう。また、食物繊維のサプリ
メントを導入するという方法もあります。た
だし腸内の微生物叢を適応させるために、
少量の摂取から始めて少しずつ増やしてい
く必要があります。急に繊維質が増えて微生
物叢が対応できない状態になると、ガスが増
えて膨満感に悩まされます。先述の食品は便
のかさを増す作用があります。便が硬くてス
ムーズに出ない人は、野菜と果物をもっと食
べる必要があります。腸内細菌のバランスを
改善するには、発酵食品や高品質のプレバ
イオティクス、プロバイオティクスが有用で
す。また、マグネシウム不足が便秘に関与し
ている場合もあります。水を飲む量を増やす
ことも重要です。特に加齢と関連する便秘に
は水を飲むことが大切です。

それから、運動をしましょう。腸を動かすに
は、体を動かす必要があります。それは、運動
が刺激となって腸が動くからです。

トイレでの姿勢も意識して下さい。私たちの
先祖がどのように用を足していたかを想像し
てみましょう。快適に座れる洋式便座は長ら
く存在しませんでした。ヒトはずっと、しゃが
んで排泄してきたので、生体構造も相応に進
化しています。和式の便所に馴染みのない
人は抵抗を感じるかも知れませんが、体のつ
くりからして理にかなっているのは、しゃがん
だ姿勢なのです。だからと言って、便器ごと
交換する工事をする必要はありません。市販
されているトイレ補助用のスツールが利用
できます。踏み台に乗って膝の位置を高くす
ると、楽な姿勢になります。

22

気軽に話題にするにはかなりの方が抵抗を感じると思われますが、便が体の状態を雄弁に語るというの
は確固たる事実です。そして私たちの体は年を重ねるにつれて変わっていき、便にも多少の変化が現れ
ます。健康的な便とはどのような形状のものを言うのでしょうか。腸の調子を整える習慣とは、また、腸
の健康をいつまでも保つにはどうすればよいのか、考えてみましょう。

お腹の変調にご用心

家族の健康

効率的なお通じは、1日に1回と言
われています。毎食後排便するの
が望ましい、とする専門家もいま
す。

白や灰色に近い便が出た場合は、
胆嚢や胆管に問題が生じている可
能性がありますので、速やかに医
師の診察を受けて下さい。
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こういった一連の問いは、西洋史では18世
紀から19世紀にかけての時期に現れていま
す。それは生得的な地位、階級に対する疑問
が生じたのと軌を一にしているとも言えま
す。欧米における平等主義の始まりと見る向
きもあるでしょう。

社会的な変化が起こる中、男女の役割と権
利にまつわる疑問も生じましたが、権威ある
男性は男女の差異を科学的に説明すること
で男性優位を強調し立場を守りました。

それから数世紀が経った今もなお、人々の会
話や科学者のコミュニティで同じ問いに対す
る議論が続けられています。ただし、生物学
的な優劣の証明という方向性での論説はあ
まり聞かれなくなっています。

イギリスで5,000人の男女を対象に行われた
コホート研究において、脳の物理的特性に
着目してMRIのデータを分析した結果、性別
による差異と見られる点はいくつか判明して
います。1  

社会的に見て男性は従来、感情を表に出さ
ず平然としていることを期待されてきまし
た。ところがこれは男性本人にとってもその
脳にとっても健康的なことではありません。
今の時代、父親の世代よりも感情面で豊か
な生活を実現した男性はたくさんいますが、
瞑想や呼吸法、あるいは単純に心を開いた
会話をすることで、今よりはるかに良い気分
で過ごせるようになる男性もまた、たくさん
いるはずです。 

男性の脳と女性の脳に優劣はありません。例
えば脳の大きさがIQテストに影響しないこと
は既に立証されています。2  部分的な違いが
いくつかある、ただそれだけのことです。か
つて狩猟採集生活による進化の過程で、生
存のための役割分担が生じたことが相違点
を生じた可能性はあるでしょう。それでも違
いの長所を活かし、助け合って生きてきたわ
けです。脳の異なる領域に異なる発達が見ら
れるのは、男性にテストステロンが多く、女
性にエストロゲンが多いことに加え、生活体
験が作用するためと考えられます。つまり、先
天的な要素も後天的な要素も関与している
と言えます。

ひとつ、男女の脳に共通して確実に言えるの
は、日常の食生活を通じてDHAをはじめとす
るオメガ3脂肪酸をたっぷりと摂取するのが
脳の保護に役立つということです。この体に
良い脂肪は人の脳の大部分を構成する物質
です。サーモンやサバなど、寒冷域の新鮮な
魚に豊富に含まれています。

24

性同一性にまつわる議論は近年、若い世代を中心に、盛んに行われています。男性か女性かは生まれつ
きのものなのでしょうか。また、養育による影響はあるのでしょうか。人間の脳に男女差はあるのでしょ
うか。あるとすればどういった違いがあるのでしょうか。

男性の脳

家族の健康

いわゆる女性的特徴とされる共感
力や養育力が男性の脳に乏しいと
いう説もまた、若い世代と科学界
から見直しを迫られています。

体格による差を調整しても、男性
の脳は多くの領域で女性より体積
が大きく、女性の脳は男性より皮
質が厚い、という傾向が認められ
たのです。しかしながら、男女の脳
には違いよりも類似点の方が多い
ことも報告されています。

1 Price, Michael, et al. “Study Finds Some Significant Differences 
in Brains of Men and Women.” Science, 8 Dec. 2017,  
www.sciencemag.org/news/2017/04/study-finds-some-
significant-differences-brains-men-and-women.
2 Johnson, W., Carothers, A., & Deary, I. J. (2008). “Sex 
Differences in Variability in General Intelligence: A New Look at 
the Old Question.” Perspectives on Psychological Science, 3(6), 
518–531. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00096.x
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一方、新しい何かを習得することも脳の保護
につながります。脳も筋肉のように、使えば使
うほど強くなります。初めての課題に取り組
み、新たな人 と々出会い交流を深めることが
脳にとって良い運動となります。

また、一般的に女性に好まれるとされる運動
や趣味は、男性にとって新鮮な体験となり得
ます。あるいは、感情を大袈裟なくらいに表
現すること、傷つきやすさを大切な人の前で
隠さないことを心理面と社会性向上の課題
としてもよいでしょう。

25

EPAというオメガ3脂肪酸も脳機能
において重要ですが、男女とも脳
の基礎構造をつくっているのは他
ならぬDHAです。
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この手のアクティビティの利点を手軽に取り
入れたいなら、花を使ってマインドフルネス
を目指すフラワーセラピーはいかがでしょう
か。セラピーと言っても方法は様々です。花
屋さんやスーパーの花売り場でしばし立ち
止まる、あるいは、庭に出たり通りを歩いたり
して見つけた花の香りを楽しむ、といった単
純かつ受動的なものもあれば、花束を作った
りフラワーアレンジメントに挑戦したり、と積
極的に手を動かすものもあります。いずれ
も、基本はとてもシンプルです。

マインドフルネスというと難しく考えてしまう
かも知れません。支離滅裂な思考を止めるこ
となどできるのか、あるいは、瞑想に必要な
30分は確保できるのか、と疑問に思う方もい
るでしょう。実際のところ、静かに瞑想すると
いう方法自体、万人に向いているわけではあ
りません。

ある種のセラピーや予防策として、自然に浸
ることを「処方」した医師がいることはご存じ
でしょうか。スカンジナビアで昔から言われ
てきた「悪いのは天気ではなくて服装だ」の
心で、季節を問わず自然の中で過ごすことは
広く推奨されています。米国の幼稚園や保育
所では、シュタイナー教育の方針を取り入れ
て、通年子供たちを外で遊ばせるところが増
えています。また、患者のためにウェルネス・
ガーデンを設置している病院もあります。

もっとも、身近な範囲で自然に親しむことは
可能です。自然というと、遠くまで出かけない
と触れられないものという印象を持っている
人は少なくありません。でも、ほんの少しの
草花も自然の一部と捉えれば、毎日の暮らし
の中で自然が身近に感じられます。フラワー
セラピーはその手軽さが魅力と言えます。

それから、花の香りのすばらしさも忘れては
いけません。初夏、外を歩いていて、ライラッ
クやジャスミンの香りが漂ってきたときのこ
と、あるいはクリスマスツリー用に木を買っ
てきて家じゅうに緑の香りが広がったときの
ことを思い出してみて下さい。花や緑をはじ
め、自然がもたらす様々な芳香は、脳に刺激
を与え、快適さを誘発する物質を分泌させま
す。エッセンシャルオイルが大人気となった
のも、自宅や職場に手軽によい香りを取り入
れて、気持ちを穏やかにすることができるか
らです。2  

香りのすばらしさはもちろんのこと、花は見
た目の美しさも楽しめます。人間は美しいも
のに惹かれます。私たちは視覚的な喜びを
知っています。旅行に出かけたときも、でき
れば眺めの良い部屋を、と望むでしょう。美
術館を訪れれば、何時間でも美しいものを
堪能していられます。家の中は快適なだけで
なく、見た目の印象も好みに仕上げたいと思
うでしょう。そして自分の体形や髪、肌をお手
入れして、似合う服を着て魅力を引き立てる
のも、美しくありたいという気持ちがあるか
らです。花を見て美しい姿と色合いを愛でる
ひと時は心地よいものです。
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マインドフルネスに自然体験、アロマセラピー、美の鑑賞、マニュアル
セラピー、クラフトセラピー、実用性を兼ね備えたアート、創作表現...
いずれも心を癒し全体的な健やかさを助ける作用で近年注目を浴び
ています。ところが、個人的にやるとなると、かなりの時間と労力を割
くことが求められます。

フラワーセラピー

家族の健康

やることリストやデジタル機器の画
面から離れるためにも、フラワーセ
ラピーは適しています。手を動かし
ながら意識を一点に集中すること
で、今現在の瞬間にしっかりと向き
合えます。 

花を生けるのも、花屋に立ち寄るの
も、花壇で過ごすのも、アロマセラ
ピーと同様の効果が得られます。

 

緑の中で過ごす「森林浴」は自然
に癒される体験として人気が高ま
っています。自然の力に英気を養わ
れるのですから、健康に良くないは
ずがありません。1   

1 Song, Chorong, et al. “Physiological Effects of Nature Therapy: 
A Review of the Research in Japan.” International Journal of 
Environmental Research and Public Health, vol. 13, no. 8, 2016, 
p. 781., doi:10.3390/ijerph13080781.

2 Cho, Mi-Yeon, et al. “Effects of Aromatherapy on the Anxiety, 
Vital Signs, and Sleep Quality of Percutaneous Coronary 
Intervention Patients in Intensive Care Units.” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, Feb. 2013, pp. 1–6., 
doi:10.1155/2013/381381.



2019 年7月/8月    |

フラワーアレンジメントや生け花では手をよ
く動かします。オフィスワークに従事している
人の多くは座って画面を見ている時間が長
く、雑多なコミュニケーションで頭の中はい
っぱいです。だからこそ、手作業で何かを創
り出すことに意味があるのです。余暇に趣味
として日曜大工をしたり、マニュアルセラピ
ーがわりに料理を楽しんだりしている人もい
るでしょう。花を生けるのもまた創作的な活
動であり、作品は自宅や職場に飾って楽しめ
ます。

同様に、絵画や彫刻で何かを表現するのも、
ピアノの演奏をするのも素敵です。実際には
多くの人が学校を卒業して以来、創作活動ら
しきものからはすっかり遠ざかっていること
でしょう。それでも、フラワーセラピーを始め
てみれば、内なる美的創造力が引き出され
るかも知れません。気に入った色の花を買っ
てくるか摘んでくるかして、適切な大きさの
花瓶かグラスを用意しましょう。そして、手触
りや色、形などをじっくりと楽しみながら生け
てみて下さい。それだけでセラピーになりま
す。

27
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毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、幸せに！�◊

Biotic Blast™

よいものをたっぷりと…  
ライフプラスのバイオティックブラストは、科
学的データを精査のうえ、特性や機能の異な
る14の菌株に由来する100億もの善玉菌を配
合しています。消化酵素の正常な働きと代謝
エネルギーの産生を考慮して、カルシウムも
加えました。◊

体のバランスを調整して、より健やかで幸せ
なライフスタイルを手に入れて下さい！ 

© 2019 Lifeplus International

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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炭水化物は私たちの体にとって燃料となる
栄養素の一種です。炭水化物には、燃焼の速
い単純炭水化物と、ゆっくり燃焼する複合炭
水化物の2種類があります。単純炭水化物は
迅速に消化吸収され、すぐに利用できるエ
ネルギー源となりますが、あっという間に燃
え尽きてしまいます。もしもこれが運動で燃
焼されることなく残ってしまうと、脂肪として
体の中に蓄えられます。複合炭水化物の場
合は消化吸収に時間がかかりますが、エネ
ルギーの安定した供給源になるため、脂肪と
して蓄積されにくい傾向があります。単純炭
水化物と複合炭水化物は、色で簡単に区別
できます。概して単純炭水化物は精白処理さ
れるため白く、複合炭水化物は茶色がかって
います。

これらの粉から作られるパスタやパンにつ
いても、同じ事が言えます。同様に、玄米が複
合炭水化物なのに対し、白米は単純炭水化
物です。ところが、白米を調理した後で冷蔵し

再加熱すると、でんぷんに糊化・老化という
現象が起き、レジスタントスターチ（難消化
性でんぷん）という成分に変化して、結果的
に摂取カロリーが減少します。この成分は消
化酵素では消化し難く、食物繊維と同じ働き
をします。食物繊維は、でんぷんのように消
化酵素によって単糖類に分解されるのでは
なく、大腸の中で腸内細菌によって消化され
ます。でんぷんのように、体が必要としている
かどうかに関わらずエネルギー源として吸収
されてしまうこともありません。

赤ちゃんが誕生して最初にやるのは、深く呼
吸して産声をあげることです。その瞬間から、
呼吸する方法は体に深い影響をもたらしま
す。興奮したり、恐怖を感じたり、緊張したりす
ると、呼吸がどうなるか考えてみて下さい。そ
れをリラックスした穏やかな気分の時の呼吸
と比べてみるとどうでしょうか。呼吸法では、
ストレスや不安をコントロールするための手
段として、ゆっくりと深く呼吸することを学び
ます。ひとつには、浅い呼吸は取り込む酸素
の量を制限してしまう、という理由がありま
す。意識的に呼吸をコントロールすることに
より、自律神経系のバランスを整えることが
できます。過活動状態になりやすい交感神経
系を下方制御し（ストレス反応）、副交感神経
系（筋肉の弛緩、消化、免疫機能に関連）を上
方制御してくれます。横隔膜を意識する複式
呼吸は、傍目には不自然に見えるかもしれま
せん。お腹は平らな方が魅力的、という文化
に照らして考えれば、息を深く吸い込んでお
腹が出てしまう姿は見苦しくすら思えるかも
知れません。しかし、この呼吸方法は健康に
も気分にも大きなプラスになります。深い複
式呼吸をするには、鼻からゆっくり息を吸い
込み、横隔膜を意識して、腹部が空気で膨ら
むようにします。そして口からゆっくりと息を
吐きます。すると、息を吐くごとに、体からスト
レス、不安や心配が発散されます。息を吸う
ごとに、体がポジティブな生命を吹き込むエ
ネルギーで満たされるのをイメージするとよ
いでしょう。

体重管理に重要なのはダイエットなのかエクササイズな
のか、何年もの間、議論が続いています。ダイエットがより
重要だと強く主張する人もいれば、エクササイズで汗を
かくことが大事だという人もいます。この議論が2つに分
かれるのには理由があります。それは、人間は2人として
同じ人がいない、つまり人それぞれに体が要求するもの
が違うからです。私たちの体には健康的な食事が必要で
あり、定期的な運動が必要だという点は共通しています。
新陳代謝、栄養の利用能率、ライフスタイル、家族歴やそ
の他の因子によっては、ダイエットにもうちょっと専念し
た方がいい人もいれば、エクササイズに努力する方がヘ
ルシーでいられる人もいます。その秘訣は、自分にとって
何が有効なのかを理解すること、そして自分自身のニー
ズ、希望や目標に重点を置くことです。自分に合わないか
もしれない他者のニーズに惑わされないようにしましょ
う。自分の体が欲しているものを自分以上によく知ってい
る人はいません。常識に照らしつつ良い結果に着目すれ
ば、自分に合った方法が見えてきます。減量の手段とし
て、何を食べるかではなく、断続的に食べない、定期的に
断食をするなど、食べること自体を見直してみてもよいで
しょう。最近ではすっかり忘れられているようですが、は
るか昔には、食糧不足、宗教上のしきたりなどで食べず
にいることは人類の食生活の一部であったのです。
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呼吸は健康に影響を与えますか。

減量に重要なのはダイエットでしょう
か、それともエクササイズでしょうか。

専門家  への質問

例えば、全粒粉は茶色い複合炭水
化物で、白い小麦粉は精白済みの
単純炭水化物です。 

単純炭水化物と複合炭水化物の
違いとは何でしょうか。



次世代型のデイリーバイオベーシックス ライ
トは、改良された繊維質の混合により、味及
び製品に素晴らしい成果を生み出しました。
新たに開発した特別な製法により、スムーズ
で、なめらか、クリーミーなデイリーバイオベ
ーシックス ライトをお楽しみください 。

心身ともにベストな状態で1日を
過ごす為に必要な、ビタミン、ミ
ネラル、及び繊維質がバランスよ
く配合されています。

デイリーバイオベーシックス ライトは、健康を総合的
に維持する為に必要な飲み物です。

デイリーバイオベーシックス
ライト™
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