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野菜の色は、野菜のチカラのあらわれです
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丹羽真清のベジ・トーク

土のチカラが見えてきた
10年以上前から野菜のチカラをはかり、
データを蓄積してきたデザイナーフーズ
（株）
の丹羽真清社長。
野菜のチカラは、どのようにつくられたかによって
大きく違うことがわかってきた、と語ります。

栽培方法によるチカラの違い
有機栽培の野菜が注目されるようになったのは、
「 有機農
産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」以降で

まで 1 年を通して測定し続けてきた 6 年間のデータを平均し
て出しています。

しょう。1992 年ですから、私たちデザイナーフーズが、抗酸

円グラフの中心に記されている数値は、抗酸化力の大き

化力、ビタミンC、糖度、硝酸イオンという4 つの指標で野菜

さ、まわりのドーナツ部分は、体のなかで発生する、次の3つ

のチカラをはかり、分析を始めたときには、すでに施行されて

の活性酸素種を消すチカラのバランスを示しています。

いました。このガイドラインを発展させたのが有機農産物など

◆スーパーオキシドラジカル

の JAS 規格と有機 JAS マークで、1999 年にスタートしまし

：呼吸しているだけで発生する活性酸素種
◆ヒドロキシルラジカル

た。
私たちは当時から栽培による野菜のチカラの違いに着目し
てきましたが、10 年ほど前までは、有機農産物も一般の野菜

：細胞を酸化するチカラの強い活性酸素種
◆一重項酸素：紫外線を浴びると発生する活性酸素種
生産団体 Aのニンジンの抗酸化力は、一般の平均の2 倍

も、それほど大きな差はなかったように思います。
私たちは、野菜のチカラを分析するとき、必ず食べて食味
を評価します。近ごろ、有機栽培 2 代目、3 代目の方がつくる

以上、生産団体 BとCのニンジンは約 20％強くなっています。
ニンジンだけではありません。タマネギなど他の農産物につ

いい野菜に出合うことが多く、有機 JAS マーク施行から15

いても、この 2〜3 年、有機農産物は一般の農産物に比べ

年経ち、中身のある野菜が生産できるようになった、と実感し

て、数値で中身のよさが表れています。
長年のデータは、旬の野菜はおいしくてチカラがあることを

ています。

たとえば最近のニンジン
グラフは最近の例で、一般のニンジンの平均値に対して、

示しています。さらに、野菜のチカラは土づくりに関係してい
ることがわかってきました。土からていねいにつくられた野菜
のチカラを明確にすることは、農業を継承していく人たちの
役に立つに違いありません。私たちは、野菜と野菜を育てた

栽培方法の異なる3 つの生産団体のニンジンの抗酸化力を

土を同時に分析することによって、野菜のチカラをもっと深く

分析したものです。生産団体 A は有機栽培、B は特別栽

考え、日本の農業を応援することができるのではないか、と

培、Cは自然農法。一般のニンジンの平均は、1月から12月

研究を進めています。 （取材：野菜生活研究所 クサマヒサコ）
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野菜のチカラを
徹底研究
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銅

人間が銅を使用する歴史は、少なくとも1万年前までさかのぼるとい

特に銅を多く必要とするのは発育の盛んな新生児の時期で、赤ちゃ

われます。現在も電気器具の配線から鍋や食器などまで、
さまざまに使

んの銅含有量は大人の2〜3倍といわれています。銅は、
発育に重要な

われる、
おなじみの金属です。

役割を果たします。
そこで、生まれてくる赤ちゃんのために、妊娠した母

銅は、
私たちの体のなかでは、
赤血球のヘモグロビンがつくられるとき

親の血液中の銅量は通常の2倍以上になり、
出産後1ヶ月くらいまでの

に必要な酵素の成分で、
そのはたらきは「補酵素」
と呼ばれます。ヘモ

母乳には、
45μg/100ml程度の銅が含まれています。
また、
新生児用の

グロビンの主な材料は鉄ですが、鉄分が十分にあっても銅が不足して

粉ミルクには銅が添加されています。

いると、
赤血球を正常につくれないため、
貧血になってしまいます。
このほか、血管壁や骨をつくるコラーゲンや、肌の弾力性を維持する
ために欠かせないエラスチンがつくられるとき、
また、肌を紫外線から守
るメラニン色素が生成されるときにはたらく酵素の合成にも必要です。
こ

銅は酵素のはたらきに欠かせませんから、不足するとたとえば貧血、
白血球の減少、
骨の異常、
生長障害、
色素沈着、
筋肉の緊張、
免疫機
能の低下、
血管系や糖代謝の異常などがみられることもあります。
多く含む食品は、
レバー、
タコ、
桜エビなどの甲殻類、
ソラマメや大豆など

のように、銅は多くの酵素の補酵素

の豆類、
うなぎやあんこうの肝、
牛肉や鶏のレバー、
フォアグラ､カシューナッ

として、活性酸素の除去や骨の形

ツなどの種実、
胡麻など。
その他、
煎茶の茶葉にも多く含まれています。

成などに関わり、
さまざまなはたらき

ふつうの生活で、銅が不足することはありませんが、栄養のバランス

を助けています。

が著しく欠如した食生活を送っていると、銅不足が原因の体調不良に

銅は、
体のなかで、
多くはたんぱく

陥る可能性があります。

質と結びついた形で存在し、
骨、
骨
格筋、血液を中心として、成人で80
〜100mgあります。

Event Information
丹羽真清5回シリーズ講座
農業は健康の
みなもと（仮）

野菜のチカラと生命食（仮）

◆2014年10月開学 アグリガーデンスクール＆アカデミー
◆旧福岡県立朝倉農業高等学校内 ◆事業企画運営：e-アグリ（株）
アグリガーデンスクール＆アカデミーは、
この10月から福岡県朝倉市の
旧朝倉農業高等学校跡地で開講する、農業ビジネススクールです。土
づくりから、
健康機能性と生命力の高い農産物の栽培、
さらにビジネスの
実現まで、各分野の講師陣による講義と実習で身につけることができま
す。健康に直結する
「農業」
を、楽しく科学的に学ぶカリキュラムのなか
で、丹羽真清デザイナーフーズ
（株）社長は、
「〜農業は健康のみなもと
〜 野菜のチカラと生命食（仮）」
と題した講義を、12月から5回にわたっ
て行います。
リタイア後の就農をお考えの方をはじめ、
農業経験がない方
におすすめします。
http://www.e-agri.co.jp/school/index.html

Vege Marché on Media
Tarzan 654
マガジンハウス発行。
丹羽真清社長は
「野菜のチカラ新聞」
の記事制作に協力。

レタスクラブ8月10日号
角川マガジンズ発行。
市野真理子取締役は
野菜の機能性をさら
に高める食べ方の
コツを伝授。

自然農法 2014 年秋号
公益財団法人自然農法国際研究開発
センターの機関誌（9月19日発行）

丹羽真清社長は「野菜の中
身を評 価する〜科学者の目を
持った八百屋の取り組み〜」と
題して執筆。野菜の抗酸化力
研究、野菜の中身評価から、農
法の違いによる野菜の抗酸化
力の差異について、豊富な研究
データをまじえながら、これま
での取り組みとそのコンセプト
を紹介します。

Vege Marché は
いま

「食をデザインする」
セミナー情報
2014 年9月

「食をデザインする」をコンセプトにご好評いただいている
4つの講座シリーズ。ぜひご参加ください。

分子栄養学を学ぶ 講師：市野真理子
食材、調理法、組み合わせなどを最新の栄養学でわかりやすく解説。
健康と食 講師：市野真理子
健康と美しさの源も病の予防にも食。実践的「健美食同源」
を学ぶ。
旬の野菜の機能性を知ろう 講師：谷口かおる／新田美砂子
旬の野菜と果物がもつ機能性とそれをいかす調理法を試食とともに紹介。

一汁三菜を知るために 講師：市野真理子／新田美砂子
「一汁三菜」
の組み立て方や基本食材について試食とともに解説。
12 金 14:00〜16:00 旬の野菜の機能性を知ろう 柿・ぶどう
12 金 18:30〜20:30 旬の野菜の機能性を知ろう 柿・ぶどう
13 土 11:00〜13:00 分子栄養学を学ぶ

脂質

17 水 18:30〜20:30 分子栄養学を学ぶ

脂質

18 木 14:00〜16:00 健康と食

腸内環境

20 土 11:00〜13:00 旬の野菜の機能性を知ろう 柿・ぶどう
26 金 18:30〜20:30 健康と食

腸内環境

27 土 11:00〜13:00 一汁三菜をつくるために

糖を知る

30 火 14:00〜16:00 分子栄養学を学ぶ

脂質

◆各コース1回 5,000 円
◆お申し込み・会場：03-6277-6474 ベジマルシェアークヒルズ店
◆お得な回数券
（3 回分13,500 円）
をご利用ください。
◆当日キャンセルの場合は、キャンセル料をいただきます。
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