
成分用語集



この成分用語集では、マナテック製品に使用される原料および成分について

初心者の方にもわかりやすくご紹介いたします。原料や成分への理解を深め、

一人ひとりに合った製品をお選びいただくために、ぜひご活用ください。
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ALOE

アロエ

4,000年以上の歴史を持つ植物「アロエ」

古代エジプトから「不老不死の植物」と呼ばれて

いたアロエ。玉ねぎやにんにくと同じユリ科の植物

で、世界には400種類以上もの品種があります。

その中でも健康と美容に役立つ食材として栽培さ

れているのは「アロエベラ」という品種です。アロ

エベラ葉の内部の透明なジェルは保湿効果が高

く、多糖類をはじめ、ビタミンＣやビタミンＥ、ビ

タミンＢ群、ベータカロチン、葉酸、コリンなど豊富

な栄養素が含まれています。エジプトの女王クレ

オパトラは日常の美容法としてアロエベラを愛

用し、大航海時代を代表する航海者クリスト

ファー・コロンブスも、健康を維持するためにア

ロエを新世界への航海に大量に携行したといわ

れています。アロエは、歴史上の人物たちか

らも愛され、現在もその栄養・健康成分が注目さ

れる非常に価値ある植物なのです。
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アンブロトースシリーズをはじめとするマナテック製品

の原料に使用されているのは、マナテックが独占契約

を結ぶ「ナチュラル・アロエ・コスタリカ」のアロエベラ。

アロエの生育に最適な気候と肥沃な火山性土壌を持つ

コスタリカで栽培されています。アロエベラには、マナ

ポールのもとになる多糖類「アセマンナン」が含まれ、

健康維持に大きな役割を担う、細胞間コミュニケーショ

ンをサポートします。多糖類は収穫や加工の際に壊れ

やすいため、マナテックでは、葉の内部のジェルを傷つ

けないよう手摘みで収穫し、食品添加物や保存料を使

わず低温加工することで高品質なアセマンナンを抽出

しています。

マナテックのアロエはここがポイント！



WAKAME

わかめ

私たちの体を守る、海からの恵み

わかめは食用の海藻の一種で、アジアを中心

に何千年も前から食品や薬として親しまれて

きました。わかめにはビタミンA・C・E、ビタミン

B群、カルシウム、マグネシウムなど豊富な栄養

素が含まれますが、中でも注目すべきなのが

「フコイダン」です。フコイダンは、わかめの表面

のヌルヌル成分のひとつで、硫酸基を含む多糖

類です。私たちの体は加齢や過度なストレス

などによって、菌やウィルスなどの外敵から身

を守る力が弱くなってしまいます。フコイダン

は、生体防衛の最前線に位置づけられているナ

チュラルキラー細胞（NK細胞）をサポートすると

されています。また、フコイダンは水溶性の食物

繊維として、コレステロール対策や、善玉菌の餌

となり腸内環境をサポートします。

参考：「サプリメント健康事典」一般社団法人日本サプリメント協会

　　 「わかめの栄養成分」理研ビタミン株式会社

　　 「Mannatech Science Product Ingredients」
　　 https://mannatechscience.org/ingredients/
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マナテックでは、より純粋なフコイダンを

わかめから抽出するため、3回の精製を実施

しています。精製のプロセスを繰り返すこと

によって、フコイダン以外の不要な物質を

分離させ、フコイダンの含有量を増やすこと

ができるのです。自然科学において、物質の

精製プロセスは最大でも3回が限界とされ

ています。多くの企業では1回のみの精製

がほとんどですが、マナテックは手間や

コストを惜しまず、純度の高いフコイダン

の抽出にこだわりつづけています。

マナテックのわかめはここがポイント！



ARABINOGALACTAN

アラビノガラクタン （US:AmbroGuard®）

カラマツ由来の高分子多糖類

アラビノガラクタンはカラマツの樹皮から

抽出される成分で、高分子量の多糖類です。

カラマツの他にも、トウモロコシやニンジン、

トマト、小麦、赤ワインなどの植物性食物にも

少量のアラビノガラクタンが存在します。アラ

ビノガラクタンは、消化酵素で分解されない

水溶性食物繊維としての性質を持ち、善玉菌・

プロバイオティクスのエサとなります。人間の

免疫機能の70％は消化管に由来すると言われ

ており、守る力を維持するためにも環境作り

は大切です。近年、アラビノガラクタンは健康

維持に貢献する成分として注目され、様々な

研究が行われています。

参考：「アラビノガラクタンの構造とその生理機能―機能性
アラビノガラクタンと農産物由来アラビノガラクタン
の構造比較―」小崎誠著

　　 「Mannatech Science Product Ingredients」
　　 https://mannatechscience.org/ingredients/
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マナテックのアラビノガラクタンはここがポイント！

＊US製品では「AmbroGuard®」と記載されています。

アラビノガラクタンの中でも高品質なも

のを入手できるのは、限られた企業のみ。

マナテックはその唯一の企業であるため、

アラビノガラクタンを「AmbroGuard ®

（アンブロガード）」として商標登録し、製

品に使用しています。アンブロガードの原

料となるのは、アメリカ・ミネソタ州のカ

ラマツです。抽出には、特許取得済みの水

性抽出処理を採用しています。刺激の強

い化学薬品等は使用せず、丁寧な工程を

経て生まれたアンブロガードは、他にはな

い高純度を誇ります。



GLUCOSAMINE

グルコサミン

軟骨を生成し、膝や股関節の痛みを和らげる

グルコサミンはアミノ糖の一種で、主にエビやカニ

など甲殻類の殻に含まれています。ヒトの体内で

も合成され、軟骨や爪、じん帯、皮膚などに分布し、

細胞間や組織同士を結び付ける結合組織として

の役割を果たしています。若いうちは合成が盛ん

ですが、加齢とともに生成量が減少するため、軟骨

の量が減り、すり減って骨と骨が摩擦しあうこと

で痛みが発生する場合があります。グルコサミン

を補給することで、加齢による軟骨成分の減少や

スポーツによる軟骨の摩耗を、スムーズな動きへ

とサポートできます。また、軟骨の再生が促され、

関節に負荷がかかる動作による軟骨成分の過度

な分解も抑えられるため、関節軟骨が維持できる

という報告もあります。

参考：「機能性食品素材便覧：特定保健用食品からサプリメント・
健康食品まで 改定増補版」清水俊雄編著 志村二三夫、
篠塚和正著

「サプリメント健康事典」一般社団法人 日本サプリメント
協会

06

マナテックのグルコサミンはここがポイント！

グルコサミンはアミノ基がアセチル化

されたN-アセチルグルコサミンの形で

細胞間の情報伝達を担い、また、全て

の窒素含有糖の生化学的前駆体となる、

重要なアミノ糖です。マナテックでは

2005年発売のアドバンスアンブロトース

以降、100％植物由来のグルコサミンを

使用しているため、甲殻類アレルギーを

持つ方や宗教的な問題でこれらを食べ

られないという方でも安心して摂取

していただけます。



RICE FIBER （RICE BRAN）

米繊維（米ぬか）

お米の栄養素の9割が詰まっている米ぬか

米ぬかとは、玄米の表面を削って精米する際に

できるもので、玄米に含まれる栄養素の約9割が

含まれています。私たちが普段食べている白米は、

お米本来の栄養素がほとんど残されていない状態

です。米ぬかに含まれる栄養素は食物繊維や

ビタミン、鉄、マグネシウム、葉酸など様々です。

その中でも、体内の不飽和脂肪酸の酸化を防ぐと

いわれるビタミンEや、優れた機能性を持ち健康・

美容・製薬業界で広く利用されているγ-オリザ

ノール、酸化防止剤として食品添加物リストに収載

され、健康サポート成分としても期待されるフェルラ酸

などは特に注目したい栄養成分です。玄米が苦手

という方でも、米ぬかを含むサプリなどを利用する

ことで、お米の優れた栄養成分を摂取すること

ができます。

参考：お米マイスター 全国ネットワーク

　　　「 食品加工総覧 素材編・総論」谷口久次

　　　「Mannatech Science Product Ingredients」
 　　　https://mannatechscience.org/ingredients/
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マナテックの米ぬかはここがポイント！

米ぬかは、オメガ脂肪酸を含むことに

より劣化がはやくなるという側面

があり、つい最近まで製品への使用

が難しいとされていました。しかし、

マナテック製品に使用されている

米ぬかは、独自の新技術を用いた

安定化米ぬか。ファイトケミカル

（植物栄養素）やビタミン、ミネラル、

植物ステロール、オメガ脂肪酸など

100種類以上の栄養素が豊富に含ま

れています。



OMEGA‐3 FATTY ACIDS

オメガ3脂肪酸

数多くの健康効果が知られている栄養素

オメガ3脂肪酸は魚油に豊富に含まれるEPA

（エイコサペンタエン酸）とDHA（ドコサヘキサ

エン酸）、菜種や荏胡麻、亜麻仁などの植物油に

含まれるALA（αリノレン酸）のことを指します。

脂質を構成する基本要素で、脂質を身体にとって

重要なエネルギー源や細胞膜の主成分へと変える

役割を担っている脂肪酸。オメガ3脂肪酸は、健康

的な巡りを維持し、冴えた毎日をサポートするなど、

ブレインフードとしても注目されています。また

研究によって、私たちの健康に関与する脂肪酸

としての働きが次々と明らかになっています。

しかし、体内では合成できないため食事から摂ら

なければならず、また、魚離れが進んでいることや

熱に弱く酸化しやすい性質があるため、現代人の

食生活では不足しがちです。健康維持に役立つ

良質な油脂として、魚の油分に多く含まれるオメガ

3系脂肪酸の摂取は、WHO（世界保健機関）や厚生

労働省も推奨しています。

参考：「総合医療」情報発信サイト

　　　農林水産省ホームページ

　　  「Mannatech Science Product Ingredients」
          https://mannatechscience.org/ingredients/
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マナテックのオメガ3脂肪酸はここがポイント！

よいオメガ3脂肪酸を選ぶポイントは、その

“純度”です。マナテックのオメガ3脂肪酸は、

DHA・EPAのバランスがよい天然青魚から

作った「Epax6000」と呼ばれる世界でも高濃度・

高純度を誇るフィッシュオイルを使用。最も純度に

関する安全性や研究が行われているハイクラス

品を独占的に購入し、配合しています。天然青魚

の持つ有害金属などの不純物は2段階分子

蒸留製法で除去しているため安心して摂取して

いただけます。



WILD YAM

ワイルドヤム

09

滋養強壮作用があるヤマイモ科植物

ワイルドヤムは学名Dioscorea villosa。メキシコ

原産のヤマイモ科の植物です。サプリメントで

流通しているワイルドヤムにはメキシコヤマイモ、

ヤマノイモ、ナガイモなど、ヤマノイモ属植物の

根や抽出エキスが用いられています。日本で食用

にされるヤマノイモ属の栽培種は長芋、野生種は

山芋（ヤマノイモ）、薯蕷（ショヨ）、自然薯。根茎は

アフリカ、熱帯地方、中米、カリブ海地域において

消費され、西アフリカでは1日のカロリー総摂取量

の0.3～49%を占めていると考えられています。

ヤマノイモは皮を除いた根茎が生薬としても使わ

れ、主な薬効として滋養強壮作用があります。根茎

は通常80～90%のでんぷんを含み、タンパク質が

少なく、ビタミンCとカルシウムを豊富に含んでい

ます。ワイルドヤムに含まれるジオスゲニンは、

男性ホルモンや女性ホルモンの前駆物質となる

DHEA（デヒドロエピアンドロステロン）に変換可能

な近縁物質です。ジオスゲニンは必要な分だけ

がDHEAに変換されるので、ホルモンそのものと

違い、極めて安全にバランスを整えるサポートを

します。また植物ステロールやサポニン類を含有。

植物ステロールには食物に含まれるコレステ

ロールの吸収を抑える働きがあります。サポニン

は動脈硬化の原因となる過酸化脂質の生成を抑制

したり、ダイエットサポート成分としても知られて

います。ワイルドヤムは生活習慣の変化や加齢など

により増えてくるお悩みの解決策として一役買って

くれる植物です。

参考：「Mannatech Science Product Ingredients」
　　  https://mannatechscience.org/ingredients/

　　　「研究ノート-健康食品ワイルドヤム中のジオスゲニン
およびジオスシン含有量Ι.  緒言-」京都女子大学学術
情報リポジトリ

　　  「サプリメント事典」：日経Gooday（グッデイ）
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WHEY PROTEIN

ホエイプロテイン

抵抗力や運動機能を向上させる乳清タンパク質

ホエイプロテイン（乳清タンパク質）は、牛乳から

チーズを作る時の副産物である乳清に含まれる

タンパク質のことです。ヨーグルトの上澄みにも

ホエイプロテインが豊富に含まれているので、

捨てずに、よく混ぜて摂ることをおすすめします。

牛乳に含まれるタンパク質のうち、およそ80％が

カゼイン、20％がホエイプロテインで、ホエイプロ

テインの主な構成成分はβ‐ラクトグロブリン、

α‐ラクトアルブミン、ラクトフェリンなどです。

ホエイプロテインにはシステインというアミノ酸

が豊富に含まれ、ホエイプロテインを十分に摂る

ことで、細胞内のグルタチオン（トリペプチド）の

合成を増加させることが分かっています。グルタ

チオンは病気への抵抗力を高め、酸化ストレスや

毒素などから守ってくれる働きがあり、私たちの

健康に大いに貢献しています。体内のグルタチオン

は加齢によって減少してしまうため増やすため

の対策を講じる必要があります。しかし、グルタ

チオンは食品として摂取しても吸収が悪いため、

体内でグルタチオンを増やすホエイプロテイン

に注目が集まっています。溶けやすく、消化・吸収

が速やかで、他のタンパク質に比べ、筋肉の合成

に役立つアミノ酸・BCAAが多く、体内で利用

される量も多いため、体づくりに有用なタンパク質

です。そのため運動前後の飲料や流動食に取り

入れることで効率的に筋肉疲労の回復を促し、

運動により得られる効果を高めることが研究に

よって示されています。ホエイプロテインは他の

タンパク質には見られない多くの利点を持って

いるため、アスリートにも人気のサプリメントと

なっています。

参考：「サプリメント健康バイブル2001年」日本サプリメント協会

　　  「運動時の栄養補給における米国ホエイプロテイン
（乳清タンパク質）」アメリカ乳製品輸出協会



FOLIC ACID

葉酸
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赤血球をつくり、体の発育に重要なビタミンの一種

1941年にホウレンソウの葉から発見された葉酸。

ラテン語で「葉」を意味する「folium」から「folic 

acid＝葉酸」と名づけられました。葉酸はビタミン

B群の一種で、ビタミンB12とともに赤血球をつくる

ので「造血のビタミン」とも呼ばれています。新しい

赤血球をつくる過程でビタミンB12とともに働く

葉酸。どちらかが不足すると正常な赤血球をつくる

ことができず、鉄分不足による貧血、皮膚炎や肌

荒れも生じやすくなります。また、DNAやRNAなど

の核酸やたんぱく質の生合成を促進し、細胞の

生産や再生を助けることから体の発育にも重要な

ビタミンです。特に細胞の分裂や成熟を大きく

左右するため、妊娠中の女性や乳幼児期には重要

です。妊婦が葉酸を十分に摂取することで胎児の

先天異常である神経管閉鎖障害のリスクを減らす

ことができます。さらに、最新の研究では、葉酸の

働きが虚血性心疾患の予防につながると大きな

期待が持たれています。葉酸は、緑黄色野菜に多く

含まれ、特にほうれん草や菜の花、ブロッコリーに

豊富で、卵黄、牛乳、豆類、藻類、肉類、緑茶などにも

含まれています。2015年版の「日本人の食事摂取

基準」では、18歳以降における推奨摂取量は240μg/

日、妊娠4ヶ月以降の妊婦の場合は480μg/日です。

葉酸400μgを摂るには、ほうれん草なら一把分

の約200gに相当します。葉酸の必要量が増えて

も、吸収率の問題や調理による成分の損失もある

ため、食事だけで推奨摂取量をまかなうのはとて

も大変なことです。日本では2000年に厚生省（現

厚生労働省）が、妊娠を計画する女性に対し、栄養

バランスの取れた食事（葉酸量400μg/日）に加え

て栄養補助食品からの400μg/日の葉酸摂取に

よる、神経管閉鎖障害の発症リスク低減について

通知を出しました。体重55Kgとした場合、食事と

併せて1日の摂取量が1,000μg程度であれば、過剰

摂取とはなりません。サプリメントを上手に利用して

必要な量の葉酸を補いましょう。

参考：「葉酸とは」一般社団法人葉酸と母子の健康を考える会

　　 「健康長寿ネット」公益財団法人長寿科学振興財団

　　 「厚生省通達・児母第72号」（平成12年12月）

　　 「日本人の食事摂取基準2015年版」厚生労働省



BIFIDOBACTERIA

ビフィズス菌

12

整腸作用や免疫調節作用などがある腸内に適した菌

腸の中には腸内細菌がびっしりと敷き詰められて

おり、この環境を植物が群れている様子にたとえて

「フローラ（植物相）」と呼んでいます。健康のために

は、この腸内フローラのバランスが善玉菌優勢で

あることが良い状態です。大腸の善玉菌である

ビフィズス菌と乳酸菌の割合はなんと99.9%が

ビフィズス菌、0.1%が乳酸菌。人の腸管内に生息し、

体に良いさまざまな働きをしているビフィズス菌は

整腸作用や免疫調節作用のほか、飲用することに

よって脂質代謝改善効果なども報告されています。

整腸作用とはビフィズス菌により腸内の有害菌が

抑制され、腸内フローラのバランスが改善し、有害

菌によって生成する腸内腐敗産物（アンモニア、

インドールなど）が減少し、結果として排便状態が

改善する作用です。また腸内フローラの改善を通じ

て感染防御の効果も発揮します。そして、免疫調節

作用はビフィズス菌がヒトでは最大の免疫組織で

ある腸管免疫系を刺激し、免疫力を高め、病気にか

かりにくい身体づくりや、アレルギー対策などの、

健康効果を発揮します。偏った食事やストレス、

加齢や老化などで体内のビフィズス菌は減少すると

言われています。過度なストレスを避けて健康的な

生活を心がけ、ビフィズス菌を増やす働きをする

オリゴ糖が含まれている野菜や果物、豆類などに

加え、市販のオリゴ糖を含む発酵乳製品や食品も

上手に利用し、効率よく腸内環境を整えることが

大切です。

参考：「よくある質問」公益財団法人腸内細菌学会／（旧）
日本ビフィズス菌センター

　　　「ビフィズス菌研究所」森永乳業

ビフィズス菌と乳酸菌の違い

ビフィズス菌は特に大腸内では乳酸菌の数百倍多くすんでいるため人の腸内に適した菌です。

乳酸菌は人や動物の腸管以外に漬物など一部の発酵食品や牛乳・乳製品、自然界に棲息しています。

糖を分解して乳酸を作り出す乳酸菌と比べて、ビフィズス菌は乳酸に加えて酢酸を作り出します。

この酢酸が、より強い殺菌効果で悪玉菌をやっつけてくれます。



LUTEIN

ルテイン
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視界の健康維持に必要なカロテノイド色素

ルテインは、ほうれん草、ケール、とうもろこし、

ブロッコリーなどの緑黄色野菜、マリーゴールド

のような黄色花の花弁や果実、卵黄などに含ま

れるカロテノイド色素です。体内では、同じくカロ

テノイド色素であるゼアキサンチンとともに水晶体

や黄斑部に多く存在し、視界の健康維持に欠か

せない成分です。ルテインやゼアキサンチンは、

加齢や喫煙、紫外線を浴びることにより減少し

ますが、体内では作りだすことができません。その

ため、食事やサプリメントから摂取する必要があり

ます。

網膜の黄斑部が太陽光線やテレビ・スマホ・パソ

コンなどの光刺激を受けると活性酸素が発生し、

黄斑部にある脂質を酸化させ、視界の不具合が

生じるといわれています。ルテインは、太陽光線や

デジタル機器が発する光の刺激から視界の健康

を守るため、“天然のサングラス”とも呼ばれてい

ます。環境ストレスが気になる場合には、科学的

データから、1日にルテインを10mgおよびゼアキ

サンチン2mgの摂取が推奨されています。しかし、

食事からルテイン10mgを摂取するためには、とう

もろこし約900gまたは大きめの卵40個を食べ

なければなりません。食事だけで充分な量を毎日

摂取するのは難しいため、サプリメントの利用が

合理的です。

参考：「ファルマシアVol.52」機能性表示食品におけるルテインと
ゼアキサンチンの科学的根拠／公益社団法人日本薬学会

　　 「サプリメント健康事典」一般社団法人日本サプリメント協会

　　 「AREDS２とその研究結果がルテインとゼアキサンチンにも
たらす影響」ユタ大学モーラン・アイ・センターポールS. 
バーンスタイン,MD, PhD

パプリカ、とうもろこし、柿、卵などに含まれているカロテノイド色素であるゼアキサンチン。ルテ

インと同様に、太陽光線やデジタル機器の光刺激から守り、黄斑部の酸化を防ぎます。視界の

健康維持に欠かせない成分ですが、体内では作りだすことができません。

ゼアキサンチンとは



アスタキサンチン
ASTAXANTHIN

過酷な環境からパワフルに体を守る赤い色素

アスタキサンチンは、β-カロチンなどと同じ「カロテ

ノイド」の一種で、エビやカニ、海藻などに多く含ま

れる赤い色素です。最大の特徴は高い抗酸化力で、

そのパワーはビタミンCの約6000倍、コエンザイ

ムQ10の約800倍といわれるほど。もともと白身の

魚である鮭は、海で回遊しながらエビなどの甲殻類

を食べることで、体内にアスタキサンチンを蓄えて

ピンク色に変化し、過酷な川上りや紫外線による活

性酸素から身を守っています。

また、アスタキサンチンは、活性酸素の中でも毒性

が強く、紫外線により肌の内部に発生する一重項酸

素を消去する力をもつことが実証※されています。

紫外線ダメージから肌のコラーゲン線維を保護し、

シワやたるみ、シミやくすみなどの色素沈着に対す

るエイジングケア成分として、化粧品やサプリメン

トなどにも配合されています。

さらに、アスタキサンチンは目の網膜や黄斑部分に

も存在し、光のダメージから守る働きが。このことか

ら、アスタキサンチンを目の健康に寄与する機能性

関与成分とし、機能性表示食品として販売されてい

る製品もあります。PCやスマートフォンを長時間操

作することの影響で、シニア層のみならず、若い世

代にも「スマホ老眼」が増加している昨今、目の健

康維持へのアスタキサンチンの機能性について、

研究が続けられています。

藻の一種・ヘマトコッカスから抽出
健康や若々しさをサポートする働きが期待されな

がらも、大量生産が難しかったアスタキサンチン。し

かし、近年開発された新たな技術によって、藻の一

種であるヘマトコッカスから大量に抽出することが

可能になりました。ヘマトコッカスはもともと緑色の

藻ですが、強い太陽を浴びると酸化から自らを守る

ため、約1週間で赤色に変化して大量のアスタキサ

ンチンを作り出します。徹底した品質管理の下で作

られたアスタキサンチンは、肌や目、体の健康を維

持するための化粧品やサプリメントなどに配合され、

エイジングに立ち向かうパワフルな成分としてさら

に注目を集めています。
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参考：「サプリメント健康事典」一般社団法人 日本サプリメント協会
※出典：J Mori et al., Mol Cryst Liq Cryst. 580, 52-57, 2013. 赤色に変化したヘマトコッカス藻



乳酸菌やビフィズス菌など人体に有益な細菌は「プロバイオティクス」と呼ばれ、腸内環境を良好に保つ働

きが知られています。これらのプロバイオティクスのエサとなり、その働きをサポートするのが「プレバイオ

ティクス」で、オリゴ糖や水溶性食物繊維などがよく知られています。腸内環境を整えるサプリメントは、プ

ロバイオティクスだけではなく、プレバイオティクスをバランスよく配合したものを選ぶことが大切です。

プロバイオティクスとプレバイオティクスのバランス

乳酸菌
LACTIC ACID BACTERIA

腸内環境を整え、免疫力アップをサポートする微生物

乳酸菌は、オリゴ糖などを発酵させて乳酸を作り出

す微生物で、自然界に広く存在しています。ビフィ

ズス菌やブルガリア菌も乳酸菌の一種で、ヨーグル

トやキムチなどの発酵食品の製造にも欠かせない

存在。人の健康に役立つ乳酸菌を使ったこれらの食

品は「プロバイオティクス」と呼ばれ、免疫力の向上、

発がんリスクや血中コレステロールの低下や血圧

降下作用などが期待されています。また、乳酸菌の

中にはアレルギーを抑制したり、インフルエンザな

どのウィルスを予防する作用を持つものもあり、そ

れらを応用したさまざまな商品の開発が進められ

ています。

私たちの腸内には約500種類、100兆個以上もの

細菌が生息し、顕微鏡下では、その状態がまるでお

花畑のように見えることから、「腸内フローラ」と呼

ばれています。乳酸菌はその中でも身体に良い働

きをする善玉菌の1つで、悪玉菌の侵入を防いだり、

腸の運動を促してお腹の調子を整えます。

理想的な腸内フローラは、善玉菌：悪玉菌：日和見

菌（体調が悪化すると体に悪影響を及ぼす）の割合

が2:1:7。赤ちゃんの腸内フローラは善玉菌が優勢

ですが、年齢とともに悪玉菌の割合が増え、老化や

生活習慣病の原因になるといわれています。また、

抗生物質など薬の影響で腸内の善玉菌が減り、腸

内環境が乱れることも。腸内フローラを良好に保つ

ためには、ヨーグルトやサプリメントから乳酸菌など

の善玉菌を補給するとともに、食物繊維やオリゴ糖

など、善玉菌のエサとなる食材を意識的に取り入れ

ることが効果的です。
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参考：「サプリメント健康事典」一般社団法人 日本サプリメント協会

写真はイメージです。

●関連成分：ビフィズス菌 P12



アムラ
AMLA

抗酸化成分を豊富に含み、活力を高める奇跡の果実

アムラは、インドやインドシナ半島、中国南部、台湾

などの海抜1500m以上の高地で生育するトウダ

イグサ科の木です。その実は、インドではアーユル

ヴェーダの3大果実（アムラ、ハリタキ、ビビター）

の１つに数えられ、古くから生命力を高め活力を

与える「奇跡の果実」として愛用されてきました。

最大の特徴は高い抗酸化作用で、ビタミンCは

100gあたり約800mgとレモンの約10倍、オレン

ジの20倍以上。また、100gあたり3000mg以上

のポリフェノールを含み、これは赤ワインの約30

倍です。さらに、β-グルカゴリンをはじめ、加水分

解性のタンニンであるエラジタンニン類や、有機

酸ガレート類が多く含まれていることも確認され

ています。

これらの抗酸化成分は、紫外線やストレス、喫煙な

どによって発生する酸化ストレスから守ってくれる

ことが知られています。また、ポリフェノールやビ

タミンCはコラーゲンの分解を抑制する働きもあ

ることから、美容効果も期待できます。

食物繊維や鉄分もたっぷり
アムラには、植物の細胞壁を構成する多糖類の1

種である食物繊維、ペクチンも豊富に含まれてい

ます。ペクチンにはおなかの調子を整える働きが

あります。また、ビタミンCと一緒に摂取すること

で酸化が抑えられ、吸収が高まる鉄分も豊富に含

まれています。

アムラの実は乾燥させても栄養成分が失われにく

いので、年間を通じて広く流通し、アーユルヴェー

ダ製品の約3分の1はアムラを加工した食品とい

われています。また、実だけでなく、種や葉、幹、根

まですべて余すところなく、美容と健康に役立つ

食品として広く用いられてきました。その語源がヒ

ンドゥ語で「看護師」を意味するように、インドで

は、美容と健康に欠かせない果実として、不動の

地位を保っています。
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16種の必須ミネラルの1つである亜鉛は、新陳代

謝やエネルギー代謝、免疫反応など体内のさまざ

まな働きをサポートして全身の健康に影響を与え、

「守る力」を支える成分の代表格です。体内に蓄積

した有害ミネラルを体外に排出するための拮抗ミ

ネラルとしても作用し、正常な味覚を維持したり、

肌や髪の健康を保つ働きを持つことでも知られて

います。

主に骨格筋や骨、皮膚、肝臓、脳などの臓器に広く

分布しますが、体内で生成することができないため、

食物から十分に摂取する必要があります。牡蠣や

肉類、魚などの動物性食品に多く含まれ、一日の推

奨摂取量は、18歳以上の男性で11mg/日（75歳

以上は10mg）、女性は8mg/日とされています※。

ただし、食品からの吸収率は約30%と低く、ビタミ

ンCやクエン酸を含む食品と併せて摂ることで吸

収効率が上がります。不足しがちなミネラルなの

で意識して摂取する必要がありますが、過剰摂取

は貧血などの原因になることもあります。

成長や発育、風邪や感染症の対策にも
以前から亜鉛は、味覚障害に対処する栄養素とし

て知られてきましたが、近年ではさらに幅広い働

きが明らかにされ、「守る力」のサポートや抗酸化

作用、成長・発育、髪や肌の健康維持、生殖機能の

改善など、その範囲は多岐に渡ります。特に欧米

では近年、亜鉛＝「守る力」という意識が広がって

いるようです。亜鉛を十分に補給すると、粘膜を保

護するビタミンAを体内に留める効果があり、のど

の痛みや鼻水などの症状の緩和につながるとい

われます。また、細菌やウィルスを攻撃する白血球

にも亜鉛が含まれています。

亜鉛は、栄養機能食品の対象栄養成分とされ、消

費者の摂取実態も年々上昇するなど注目の成分

です。

亜鉛
ZINC

体の働きを正常に保ち、「守る力」に役立つ必須ミネラル
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※出典：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」




