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−第7回カレー再発見フォーラム−

機能性食品としてのターメリックの可能性
〜ウコンの名で日本に定着してきたターメリック〜
大澤俊彦氏（名古屋大学大学院生命農学研究科教授）
木島孝夫氏（千葉科学大学薬学部教授）
井上宏生氏（ノンフィクション作家）

1999年に発足した「カレー再発見フォーラム」
は、カレーの文化や伝承を科学的な視点で捉え
直し、現代に適合したカレーの価値を再発見す
ることを目的に、活動を続けております。
さて、2004年5月27日に開催した第7回フォー
ラムでは、カレーに最も多く含まれるスパイ
スであり、「秋ウコン」の名でも注目を集めて
いる「ターメリック」をテーマに、3名の有識
者にご登壇いただきました。
井上氏からは原産地インドから日本に至る、
ターメリックの道のりをお話しいただきました。
続いて、木島氏より生薬としてのターメリッ
クの可能性について、また大澤氏より機能性
食品としてのターメリック研究の最新知見に
ついて、それぞれご自身の研究成果を交えた
お話をうかがいました。
本ニュースレターは、第7回フォーラムの講演
内容をまとめたものです。
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ヒンズー文化の東南アジアへの伝播と同様に、
ターメリックも高貴な植物として広がった。
例えばタイでは納棺や、結婚など人生の節目
の儀式で、必ずターメリックをからだに塗る。
この伝播経路はカレーが東南アジアに伝わっ
ていった経路と重なる。いわば「ターメリック
の道はカレーの道」だったのである。

琉球への「ウコン」の伝播

井上宏生 ノンフィクション作家

ターメリックの伝播経路
〜インドから東南アジアへ
ターメリックの原産地はインド。今から3500年
ほど前、中央アジアから東のインドに移動した
アーリア人がターメックを使いはじめた。当時
のアーリア人にとって神様は太陽。色で言うと
「黄色」が最も尊い色だった。そのため黄色色
素の原料になるターメリックは神聖な植物とさ
れ、以降バラモン教、ヒンズー教へと変化する
なかでも「神々の花」として珍重された。ちな
みに、東に進んだアーリア人がターメリックを
神聖な植物としたことに対し、西に進んだアー
リア人はサフランを珍重した。
このターメリックが、インドから日本へと進
んだ道筋を資料1-1に示す。

▲資料1-1 ターメリックの伝播

日本で最初にターメリックがもたらされた地
は沖縄である。その筋道を辿るには、資料1-2
に示した琉球の歴史をひも解いていくと分か
りやすい。
1314年

沖縄本島、三勢力圏に分かれ三山時代がはじまる

1404年
1429年

シャム（タイ）の船がはじめて那覇にやってくる
首里城を拠点とした「琉球王国」が成立

1609年
1646年
1697年

3000人の薩摩軍に侵攻され降伏
琉球王府によりターメリックが専売制に
琉球王府、ターメリックの耕作面積に制限を課す

1763年
1815年

平賀源内『物類品隲』にてターメリックが紹介される
薩摩によるターメリック専売制がスタート

1879年

琉球王国が滅び沖縄県となる

▲資料1-2 琉球の歴史とターメリック

琉球では、東南アジア、中国、日本を結ぶ仲
介貿易が発展した。これは東南アジアからコ
ショウ等を入手すると中国へ輸出し、中国か
らの物産を日本に持ち込むというものである。
スペインやポルトガルなどがアジアに進出す
る大航海時代を迎える前には、琉球はシャム
（現タイ）に年間何百隻という規模で船を出し
ていた。ターメリックはこの頃、東南アジア
からもたらされ「ウコン」として定着した。
当時のウコンの使用目的は、強心剤などの薬
用と染料であった。ちなみに琉球では、旧盆
の行事であるエイサーと正月に泡盛を無礼講
で飲む習慣があり、その際にはみそ汁にウコ
ンを削り入れ、肝臓を守っていたといわれる。
今でも沖縄では、ウコン茶が日常的に飲まれ
ている。沖縄の人たちは、ウコンがからだを
守ってくれることを経験的に知っているため、
このような習慣が定着したのだろう。
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琉球から薩摩、そして上方、江戸へ
1609年の薩摩の侵入以降、財政難に陥った琉
球王府は砂糖とウコンの専売制度をはじめた。
これは過剰生産による価格低下を防ぐために
予め生産量を決め、価格を安定させることが
狙いであった。そしてウコンは琉球から薩摩
を通じて、上方、そして江戸へと運ばれてい
ったのである［資料2-1参照］。このため上方や
江戸では、ウコンは非常に高価なものとして
取り扱われた。

▲資料2-1 薩摩から江戸への航路

江戸時代の日本でも、ウコンは薬としての性
格が強いものであった。記録を遡ると、室町
時代には、刀傷の薬としてウコンが使われた。

また染料としても広く使われていた。例えば
茶道の袱紗 なども、ウコンで染められていた
が、これはウコンの防虫機能も期待した使わ
れ方であったと考えられる。
ふくさ

食べ物として定着したターメリック
日本におけるウコンの転換期は、明治時代で
ある。それまでの「ウコン＝薬」という位置
づけだったものが、明治時代に入るとイギリ
スから西洋料理としてのカレーが伝えられ、
日本人は食べ物としてのターメリックという
存在を知ることになる。以来、日本人にとっ
て「ターメリック＝スパイス＝調味料」とい
う存在に変わり、かつての薬としての側面は
忘れ去られてしまった。
しかし近年、インドの伝統医学であるアーユ
ルヴェーダにより経験的に知られていたター
メリックの力が、現代の科学により認められ
ようとしている。そしてこのことで、再び薬
効の側面からターメリックが注目されてきた。
現在ようやく日本では、食物としての「ター
メリック」の存在と、薬としての「ウコン」
の存在が一致しはじめたといえるだろう。

Profile

井上宏生

Hiroo Inoue

ノンフィクション作家
週刊誌、雑誌記者を経て、ノンフィクション作家として多分野にわ
たり活躍中。
「ウコンの謎」や｢スパイス物語―大航海からカレーまで｣、｢日本人
はなぜカレーライスが好きなのか｣などの食関連書籍のほか、｢人間
『松下幸之助』九十年の歩み｣や｢巨いなる企業家 渋沢栄一の全研究｣
など、経済関連の書籍も多数。
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正式な「ウコン」の定義
今回のテーマであるターメリックは、その名
前、種類の分類が非常に混乱をきたしている
植物なので、資料3-2に整理する。

ウコン（鬱金、宇金）
Curcuma longa LINN . (= C. domestica)
の主根茎、側根茎を乾燥したもの
（中国ではこれを姜黄、薑黄と称している）

利胆作用、降圧作用、抗菌作用 etc.
近縁植物：

ハルウコン（Curcuma aromatica)（花期4-5月）
（中：郁金 日本：キョウオウ）
クスリウコン（Curcuma xanthorrhiza)
インドネシアで広く栽培

ガジュツ（Curcuma zedoaria)

木島孝夫
千葉科学大学薬学部教授

カレーのスパイスは生薬
カレー粉の40%はターメリックが占めている。
しかし、ほかにもフェンネル、シナモン、ペッ
パー、カルダモン、スターアニス、クローブ、
トウガラシ、ナツメグ、メースなど、数多く
の香辛料がカレー粉には含まれている。薬学
の立場からいうと、これら香辛料は医薬品の
資源として使用されているものである。
資料3-1に、カレーに含まれる香辛料を列挙し
たが、それぞれの薬名の後にカッコづけで記
したものが、いわゆる食品としての呼び名で
ある。これらの多くが、中国医学、漢方医学
といった伝統医学のなかで、薬として使われ
ている。

▲資料3-2 ウコンと近縁植物

日本では本来、学名「クルクマ・ロンガ」の
地下部を蒸して乾燥させたものを「ウコン」
と称する。中国では「キョウオウ」と称され
るが、これがインドから伝わったターメリッ
クである。古くからターメリックは、インド
や中国で医薬品として正式に認められていた。
一方、学名「クルクマ・アロマティーカ」と
いうターメリックに似た植物があるが、中国
ではこれを「ウコン」と称し、日本では「キョ
ウオウ」と呼ぶ。これは最近「春ウコン」の
名で知られる植物である。この春ウコンと、
本来のウコン（秋ウコンとも呼ばれる）であ
るターメリックは、花の形態や色も異なり、
全く違う植物なのである［資料3-3参照］
。
また「白ウコン」と呼ばれるガジュツや、「ク
スリウコン」と呼ばれる植物もあるが、これら
も本来のウコン（ターメリック）とは異なる。

・ウイキョウ（フェンネル）
・ウコン（ターメリック）
・ケイヒ（シナモン）
・コショウ（ペッパー）
・ショウズク（カルダモン）
・ダイウイキョウ（スターアニス）
・チョウジ（クローブ）
・トウガラシ（トウガラシ）
・ニクズク（ナツメグ）
など
ハルウコン
Curcuma aromatica

いずれも生薬として利用される医薬品資源である。
（中医学、漢方医学、アユルベーダー医学など）

ウ コン
Curcuma longa (Zingiberaceae)

▲資料3-1 カレー粉に含まれる香辛料

▲資料3-3 ウコン（ターメリック）と春ウコン
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▲資料4-2 クルクミン塗布による発ガン抑制効果

次に、経口投与の場合におけるクルクミンの
発ガン抑制効果について、確認を行った。
最近、環境中のイニシエーターとして、一酸
化窒素のラジカルなど窒素酸化物が非常に多
く、発ガンの引き金になっていると言われて
いる。この窒素酸化物を用いて、イニシエー
ション段階からクルクミンを投与した試験を
行った［資料4-3参照］
。
Positive Control : NOR-1(390 nmol) + TPA(1.7 nmol)
NOR-1(390 nmol) + TPA(1.7 nmol) + Curcumin(0.0025% in drinking water, 2 weeks)
NOR-1(390 nmol) + TPA(1.7 nmol) + Curcumin(0.0025% in drinking water, 22 weeks)

悪性腫瘍

抗発ガンプロモーター
Anti-tumor-promoter

化学予防 chemoprevention

80

(9.3)

death

抗ガン剤
抗発ガンイニシエーター
Anti-tumor-initiator

10

0

発ガンの遅延

▲資料4-1 多段階化学発ガンと化学予防

我々の研究は、このガン進行のプロセスをも
とに設計した。まずイニシエーションを引き
起こす試薬をマウスの背中に塗布し、次にプ
ロモーションを促す成分を塗布する。これを
続けるとマウスの背中に腫瘍ができる。
このプロモーションの前に、ターメリックの
クルクミンを塗布した場合と塗布しない対照
群との比較検証を行った。
対照群では10週目にすべてのマウスに腫瘍が
発生したが、クルクミンを塗布した群は20〜
30%だった。20週経った後も、腫瘍発生率は
80%にとどまり、クルクミンが発ガンを遅延さ
せるということが証明された［資料4-2参照］
。
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Papillomas / mouse

イニシエーション
Initiation
不可逆的、短時日の反応

Control : DMBA(390 nmol) + TPA(1.7 nmol)
Control : DMBA(390 nmol) + TPA(1.7 nmol) + Curcumin(85 nmol)

Papillomas / mouse

我々はターメリック、あるいはターメリック
に含まれるクルクミンによるガン予防の可能
性について研究を行った。
ガンの進行について簡単に説明すると、イニ
シエーターによって正常な細胞の遺伝子が損
傷すると、潜在的な腫瘍細胞になる。これに、
プロモーターという化学物質が継続的に作用
すると、腫瘍細胞ができる［プロモーション］。
この腫瘍細胞が増殖、悪化、転移を繰り返す
と、プログレッションという段階を経て悪性
腫瘍に転じて死に至る。通常、ガンになった
場合は、抗ガン剤でこの悪性腫瘍を攻撃する
方法を取るが、食品によってガンを予防する
という考え方では、イニシエーションあるい
はプロモーションの段階を抑えることで、発
ガンを遅延させる、あるいはガンの進行を遅
らせることを目的とする［資料4-1参照］
。

また腫瘍の発生数を比較したところ、対照群
の9〜10個に対し、クルクミン塗布群は4個に
抑えられた。発ガンを遅延させる効果に加え、
発ガンの抑制効果も有するということになる。
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▲資料4-3 クルクミン摂取による発ガン抑制効果

「A」がイニシエーションの段階だけクルクミ
ンを投与したとき、「B」が試験を通してクル
クミンを投与したとき、そして「C」がクルク
ミンを与えない対照群のデータである。
結果、イニシエーションの段階でも、発ガン
を抑えることがわかった。継続して投与した
群では、明瞭に発ガン数が抑えられている。
また直接皮膚に塗布した場合と、経口投与し
た場合の検証結果を比較したところ、同程度
の効果があることが認められた。
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ターメリックの肝機能改善作用
毒性の強い発ガン物質であるダイオキシンは、
肝障害を引き起こすことで知られている。こ
のダイオキシンによる肝障害を、クルクミン
がどのくらい抑えるか試験を行った。
我々は自分自身の肝機能を検査するときに、
GOTやGPTなど血清値を指標にするが、この試
験でもまずは、マウスを用いてダイオキシン
による血清値の変化を調べた。ダイオキシン
を投与すると血清値は急激に上がるが、クル
クミンを投与すると、正常値に近づくという
結果が得られた［資料5-1参照］
。
1: Non treatment
2: TBDD treatment (twice a week)
3: TBDD + curcumin treatment
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▲資料5-1 クルクミン投与による血清値の変化

またマウスにダイオキシンの投与を続けると、
肝障害で死に至るが、クルクミンを投与する
と、その生存率が上がることがわかった。ク
ルクミンを与えない対照群は7週目ですべての
マウスが死亡したが、クルクミン投与群は7週
目で80%が生存し、10週目くらいまで生存した。

マウスの寿命は短いため、マウスの1週間は人
間に換算すると数十年というスパンになる。
またこの試験では、肝臓に良いといわれる漢
方薬である小柴胡湯を飲ませた群も加えたが、
それよりもクルクミン投与群が長生きすると
いう結果が得られており、ターメリックは肝
機能改善にも大きな期待が持てる。
しょうさいことう

まとめとして
香辛料全体に対して言えることだが、本来、人
間はターメリックの薬効を期待して摂取してき
た。抗菌、防腐、食品の保存としての効果に加
え、健胃、整腸作用、血行促進や代謝亢進など
の効果も期待されてきた。そして現在では、科
学的な裏付けが進められており、活性酸素が引
き金となる生活習慣病の予防に大きく貢献でき
るのではないかと期待している。
このように、生理活性が高いターメリックなど
の香辛料を、カロチノイドを多く含むニンジン
やタマネギなど生理活性を高める食材と一緒に
摂取できるカレーは、日本において最も親しま
れてきた薬膳といえるだろう。
ターメリックをはじめとするスパイスの機能性
は、伝統医学では確かに認められているが、そ
の複合的な作用が、細分化・微細化・均一化と
いったものを目標とする西洋医学的な手法で解
明することは非常に難しい。この解明が今後の
課題であると考えている。

Profile

木島孝夫

Takao Konoshima

千葉科学大学薬学部 教授／薬学博士
1971年京都薬科大学薬学部製薬化学科卒。1982年東京大学薬学博士
取得。1985年米ノースカロライナ大学留学。1997年京都薬科大学助
教授、天然薬物資源学教室主任を経て、2004年千葉科学大学薬学部
薬用資源学講座教授。
生薬、植物成分の抗腫瘍活性や抗発がんプロモーター活性をはじめ
とする天然薬物資源の研究を行っている。主な著書に「資源天然物
化学」（共著）「天然物の生物活性」（英文）など。
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▲資料6-1 性・年齢階層別死亡率（沖縄と全国）
出典：2000年の沖縄県と国の統計から（沖縄国際大学・鈴木信教授による）

大澤俊彦
名古屋大学大学院生命農学研究科教授

揺らぐ

長寿国ニッポン

日本人の死因のトップが、ガンなどの悪性腫
瘍になって久しい。この変化は食生活の欧米
化に因るところが大きい。日本食唯一の欠点
といわれる塩分摂取量が減るとともに、脳血
管障害は減少し、一方ガンは増加の一途を辿
る。そしてこのガンの内訳にも、食生活の影
響を見ることができる。塩分摂取量の減少に
より胃ガンは減少した。しかし大腸ガン、女
性の乳ガン、男性の前立腺ガンは増加した。
これは欧米型食生活の特徴である、脂肪の過
剰摂取が影響しているとみられる。また心疾
患の引き金となる動脈硬化も、同様の理由で
増加している。このように多くの問題をはら
む食生活の欧米化の流れのなかで、その最先端
を走っているのが、実は沖縄なのである。
沖縄はもともと、日本人の死因の上位3つを占
めるガン、心疾患、脳血管疾患による死亡率
は非常に低く抑えられていた。そして世界一
の長寿地域であった。その理由について、沖
縄国際大学の研究グループが調査したところ、
驚くべき結果が得られた。それは沖縄の長寿
を支えているのは、70歳以上の高齢者、特に
女性だったということである［資料6-1参照］
。

しかし20歳代後半から40歳代を見ると、男女
ともに沖縄の死亡率は、本土の死亡率を上回
り、完全に逆転してしまっている。
2000年の統計によると、沖縄の女性の平均寿
命は1位を保っているものの、男性は26位まで
転落している。この理由は、沖縄の人を含め
た日本人が「節約遺伝子」の持ち主であり、
過剰なエネルギー摂取の影響を受けやすい体
質だからである。近年、沖縄の人のBMIは確実
に上昇しているといわれている。

食品による疾病予防とその研究
それでは、沖縄の食生活を支えていたものは
何だったのか。まず沖縄では豆腐や、そのま
ま食べる昆布の量が非常に多いこと。また琉
球ヨモギをはじめ、いわゆる薬膳的な食材を、
数多く食生活に取り入れていること。我々の
調査では、300種類を超える薬膳的食材が取り
入れられていた。これは長年に渡って、沖縄
に根づいている薬食同源の一例なのだろう。
このように病いになる前から、日頃の食生活
で病気を予防する、またその進行を遅らせよ
うとする発想から生まれた研究が近年、世界
各国で進められている。我々も1990年から参
加した米国のデザイナーフーズプログラムは、
その典型例である。ここではガンを予防する
食品を明らかにすべく、疫学、基礎、臨床な
ど様々な視点から研究が進められた。
そして私たちはこのプログラムで見出された
食品群の中から香辛料、特にターメリックに
着目するようになった。
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注目が集まるターメリックの機能性

ターメリックの抗酸化作用

ターメリックの研究は現在、世界各国で進め
られている。例えば台湾では、台湾大学医学
部のグループにより、C型肝炎の感染者に対す
る介入試験が3年前から進められている。
これまでにターメリックの機能性に関する論
文は400〜500にも上り、今後さらに増加を続
けると思われる。ターメリックは現在最も注
目されている食品素材のひとつなのである。
我々名古屋大学と京都大学、放射能医学研究
所、国立がんセンターなどとの共同研究から
得られてきた、ターメリックに含まれるクル
クミンの効能について資料7-1に示す。

ターメリックの色素成分の80%以上はクルクミ
ンである。クルクミンを塗布すると皮膚ガン
を抑制することがわかり、研究が本格化した。
やがてクルクミンの研究テーマは、塗布によ
る効果から、摂取による機能性へと変化する。
資料7-2は国立がんセンターと共同で行った大
腸ガンに対する研究結果、そして資料7-3は放
射能医学研究所と共同で行った乳ガンに対す
る研究結果である。いずれの効果もクルクミ
ンの抗酸化作用が主因と考えられるが、特に
後者では、からだの抗酸化能を高め、かつ放
射線に対する過剰な免疫反応を抑えることで、
乳がんの発生を抑制していると考えられる。

抗酸化性
解毒酵素・抗酸化酵素誘導作用
乳ガン抑制作用
皮膚ガン抑制作用
大腸ガン抑制作用
腎臓ガン抑制作用
糖負荷による白内障抑制作用
動脈硬化予防作用
老化抑制作用

DMH（発ガン物質）

115.1

DMH
＋クルクミン 0.5%

100.2

DMH
＋テトラヒドロ
クルクミン0.5%

81.8

＊＊

0

前ガン状態上皮細胞数（個）

▲資料7-1 クルクミンの生理機能

このなかでも代表的なものが抗酸化作用であ
る。クルクミンそのものが直接体内で作用す
るとともに、からだが本来持っている抗酸化
酵素を活性化することで抗酸化能を発揮する。
クルクミンの直接的な抗酸化作用だけ着目す
ると、摂取後30分から1時間で血中に入り、そ
の効果は8時間程度持続する。しかし抗酸化酵
素の活性は持続性が強く、摂取後72時間ほど
効果が続く。このふたつの効果をうまく組み
合わせて考えることが大切なのである。
また老化抑制作用は昨年、長寿医療研究セン
ターと共同で発表を行った。これは最大寿命
を延ばすことではなく、死を迎えるまでの健
康の度合いをマウスで調べたもので、ターメ
リックが健康維持に貢献したのである。人間
にとって死を迎えるまで健康であることは理
想であり、その健康を支える食生活はますま
す重要になってくる。

130

（＊＊p<0.01）

▲資料7-2 クルクミンの大腸ガン予防効果
（放射線照射したラットにクルクミンを経口投与）
（%）
100

p<0.0001
（33/39）

乳 80
が
ん 60
発
症 40
率

（7/25）

20
0

クルクミンなし

クルクミンあり

▲資料7-3 クルクミンの乳ガン予防効果

最近、50歳を越えると、酸化力が抗酸化能を
上回るというデータが発表されたが、これは
50歳になってから抗酸化物質をとれば良いと
いう意味ではない。酸化反応は連鎖反応的な
ものであり、始まったら容易には止められな
い。そのためもっと前の段階から抗酸化対策
をしっかり行うことが重要だと考えられる。
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ターメリックの解毒酵素誘導作用
GST活性（units/mg protein）

近年得られたターメリック研究の重要な成果
に「解毒酵素の誘導」が挙げられる。米国の
ジョンズ・ホプキンス医科大学のポール・タ
ラレー教授がブロッコリーからこの作用を見
出して話題となったが、これと類似する作用
がターメリックにも認められたのである。
魚のコゲ、カビ毒、排ガスなどが発ガン物質
として挙げられるが、これらは肝臓で代謝さ
れてから、活性体となって遺伝子に作用する。
もちろん、このような発ガン物質が体内に入っ
てしまっても、必ずガンになるわけではない。
それは我々の体内にある解毒酵素が、活性体
を抑えているからである［資料8-1参照］
。
クルクミンを摂取すると、この解毒酵素を誘
導し、その活性を高めることがわかった。そ
してこの効果は72時間ほど持続する。
毒性物質
（第Ⅰ相）

魚のコゲ（ヘテロサイクリックアミン）、
カビ毒（アフラトキシン）、排ガス（ベンゾ［a］ピレン）

P450

活性体
（第Ⅱ相）

解毒酵素

( グルタチオン-S-トランスフェラーゼ、
)
キノン還元酵素 など

高水溶性化合物
（第Ⅲ相）

誘導

P糖タンパク

排出

抗酸化物質

▲資料8-1 解毒酵素の誘導

QR活性（units/mg protein）
3

7

2.5
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5

2

4

1.5

3

1

2
0.5

1
0

control

クルクミン テトラヒドロ
クルクミン

0

control

クルクミン テトラヒドロ
クルクミン

▲資料8-2 クルクミンによる肝臓の解毒酵素の活性

資料8-2はクルクミンによる肝臓の解毒酵素活
性を示したものである。肝臓の解毒酵素GST、
QRの活性を上昇させていることがわかる。
そしてこれと同じことが腎臓でも起きている。
腎臓は糖尿病の合併症により機能を損なわれ
ることが多い臓器である。糖尿病が進み腎不
全になると、透析が必要になり莫大な医療費
がかかる。クルクミンは腎臓でも解毒作用を
発揮し、腎不全に至る過程を遅らせることが
できる成分として期待が持てる。
ターメリックを皮膚に塗布した場合は、黄色
の色素成分であるクルクミンが作用するが、
経口摂取して腸管吸収される際に、クルクミ
ンは無色のテトラヒドロクルクミンという成
分に変化する。これにより抗酸化作用、解毒
酵素誘導作用それぞれの力がより高まり、発
ガン物質だけでなく、環境ホルモンなども無
毒化して体外に排出してくれるのである。

＜Column＞ 機能性食品研究が目指す次のステージ
「機能性食品」の研究は1984年に日本でスタート
した。機能性食品―英語で言うと Functional
Foods ―は、いまや世界の共通語となっている。
機能性食品研究においては、科学的根拠（エビデ
ンス）が重要である。例えば沖縄でターメリック
が摂取されてきたように、紫外線による酸化スト
レスにさらされやすい地域では、伝統的に抗酸化
物質を多く含む食品が摂取されてきた。我々の研
究室では動物を使って、その科学的根拠を研究し
てきた。また酸化ストレスの弊害であるガン、動
脈硬化、糖尿病の合併症などを研究対象とし、抗
酸化物質による抑制効果を研究している。

そして近年、機能性食品の生体への効果について、
細胞レベルの研究を進めている。本年4月には、
ラットとヒトの脂肪細胞双方を遺伝子解析した結
果、クルクミンに脂肪の蓄積を抑制し、脂肪酸の
分解を促進するという肥満予防効果があることを
見出し、学会発表を行っている。
今後は細胞レベルの遺伝子解析を行うことができ
る抗体チップの研究が進むであろう。これにより、
どのような病気になりうるかを予め診断し、テー
ラーメイドの食品組み合わせ情報を提供すること
で、発病を抑えることが可能になる。これが機能
性食品研究が目指す方向になるだろう。
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ターメリックはバランスを整える
ターメリックの機能を統括すると、過剰な酸
化ストレスや発ガン物質に対して、抗酸化能
を高め、解毒酵素を誘導・活性し、逆に過剰
な免疫反応は抑える。つまり体内・体外因子
による影響でアンバランスになったからだを
整え、「恒常化」してくれるのである。これは
現在、食品に求められている最も重要な働き
なのではないかと考えている。
ターメリックの機能を統括すると…

からだの中の過剰なものを抑える
―免疫の過剰発現を抑制

からだの中の不足しているものを活性化する
―抗酸化能のUP
―解毒酵素の働きを促進

体内恒常化作用
体内・体外因子による影響でアンバランスに
なったからだを整え、恒常化してくれる。

▲資料9-1 ターメリックの機能性

最後に〜現代食生活への提言
ターメリックがからだの機能をバランスよく
向上することを述べたが、食生活においても
バランスが重要である。からだに良いからと
いって単一の成分を大量に摂取し続けること
は、害があっても益はない。毎日の食生活の
バランスをきちんと考え、その上で足りない
成分を補うことが前提になるだろう。

最後に、デザイナーフーズプログラムを経て、
私がまとめた生活習慣病を防ぐ12の食品群に
ついて紹介する。［資料9-2参照］
。
タマネギ、ニンニク、アサツキ、ニラ、ネギ、ラッキョウ
キャベツ、ブロッコリ、カリフラワー、ダイコン、
カブ、メキャベツ、ワサビ
トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ、トウガラシ
ナス科
ニンジン、セルリー、パースニップ、パセリ、セリ、ミツバ
セリ科
キュウリ、メロン、カボチャ、ゴーヤー
ウリ科
ゴボウ、シュンギク、フキ、レタス、サラダ菜、サニーレタス
キク科
柑橘類・ベリー類 オレンジ、レモン、グレープフルーツ、イチゴ、ブルーベリー
シイタケ、シメジ、マイタケ、エノキ、マッシュルーム、キクラゲ
キノコ類
ヒジキ、ワカメ、コンブ、とろろ昆布、もずく、のり
海藻類
ソラマメ、大豆、グリーンピース、サヤエンドウ、
豆類
モヤシ、豆腐、納豆、きな粉
玄米、全粒小麦、発芽玄米、雑穀、大麦、トウモロコシ
穀類
ショウガ、ターメリック（ウコン）、セージ、バジル、ゴマ、シソ
香辛料
ユリ科
アブラナ科

▲資料9-2 生活習慣病を防ぐ12の食品群

12の食品群は栄養素ではなく、非栄養素のバ
ランスである。これらには、病気を防ぐと思
われる特徴的な成分がそれぞれに含まれてい
る。この12の食品群をバランスよく摂ること
が理想だが、1回の食事ですべてを摂るのは難
しい。だから2〜3日の期間で食事内容を考え、
バランスよく摂ることを心掛けるとよい。
12の食品群をふんだんに使うことができるメ
ニューに、カレーが挙げられる。非栄養素の
バランスという観点から見ても、非常に優秀
なメニューといえるだろう。
食品の機能性でも、また食べ物を選ぶときに
おいても、バランスよく、というのはインパ
クトに欠けることかもしれない。しかし食品
に高い関心が寄せられている現代こそ、この
知識と重要性を伝えていくことが必要である
と強く感じている。
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