コラーゲンは美容から医療へ ――

可能性

健康長寿社会を支える

メディカルサプリメントの

そのように食品から必要量を摂ろうと思うと
成分ですから︑減少すると肌の弾力性が低下

です︒
コラーゲンは弾力ある組織構造を作る

摂取も増えます︒
牛筋は料理が大変ですね︒

なかなか難しいわけです︒

でしょう？
ラーゲンが減少することでスカスカになり︑弾

これは骨も同様で︑カルシウムだけでなく︑コ

し︑たるみやシワにつながるということですね︒

藤本 健康増進作用を期待するなら１日５
力性を失って折れたりしやすくなるのです︒

成人だと︑毎日どれぐらい摂ればよいの
――

ｇ 前 後です︒
臨 床 試 験では２〜 ｇ ぐらいで

どうなっているのでしょうか︒
を受けると動脈硬化が始まるわけですが︑糖

内皮細胞の保護作用とか︒
内皮細胞が障害

培養細胞レベルですが︑血管の一番内側にある

ましたね︒
血圧や血中脂質への作用︑それから

ロだったら４００〜６００ｇ ぐらい︑
スケトウダラ

石井 臨床効果を期待するために牛肉やマグ

んね︒

ら︑結構な量の肉︑魚を食べなくてはいけませ

効果が出てきますが︑その量を摂ろうとした

トに当たるのがカルシウムなのです︒
カルシウ

と︑
骨の鉄筋はコラーゲンの繊維で︑
コンクリー

藤 本 鉄 筋コンクリートの建 物にたとえる

だということですね︒

するコラーゲンの作用が言われるようになり

肌の若さを保つと美容面から語られることの多いコラーゲン︒
実は︑体内のたんぱく質の ％ほどを占め︑骨や血管をはじめ︑
あらゆる組織に弾力性を持たせる大切な役割を担っています︒
加齢とともに体内での合成が減るため︑積極的に補給すると︑
肌のみならず︑骨や血管のアンチエイジングや生活習慣病の予
防にも役立つと注目されてきました︒
食品からのコラーゲン摂取では不十分

藤本 日本では﹁コラーゲンを摂ると肌がプ
尿病なども動脈硬化に関係あるんですね︒
世
で４尾ぐらいですね︒
その量を毎日摂るのは難

骨粗鬆症では︑一般にカルシウムが問題
――

ルプルになる﹂など美容方面が先行していま
界的にもコラーゲンの血管への作用に関心が
ムは皆さんご存じだと思いますが︑コラーゲン

老化予防に関するものですね︒
もちろん肌や

石井先生の研究で一番注目したいのは血管の

しょうか？

ぜサプリメントでの補給が推奨されるので

いると思います︒
ところで︑コラーゲンはな

が︑そんなに早くからコラーゲンが減少する

る可能性があります︒

が食事で補えないことが老化の要因になってい

合成が減ることはよく知られていますが︑それ

増やせば骨は硬くはなりますが︑
コラーゲンが

石井 骨密度を上げる薬が何種類かありま

の方も忘れないでいただきたいですね︒

にされますが︑コラーゲンも骨の組成に大事

すが︑欧米の論文を見ると
﹁関節痛の軽減﹂
と
しいでしょう︒
加齢とともに体内でのコラーゲン

関節も大事ですが︑動脈硬化は生死に係わる
藤 本 コラーゲンは動 物 性たんぱく 質なの
のですか？

伴わないとしなやかさを失って︑折れやすくな

節がコラーゲンの２大テーマだったのですが︑

問題ですから︑この研究は重要だと思います︒
で︑食品から摂れないことはありません︒
例え
藤本 肌のコラーゲンの減少は 歳ぐらいか

豊富です︒
ただ︑フカヒレは日常食べるもので
きます︒ 歳になるまで 年で ％減るわけ

ら始まり︑だいたい１年に１％ぐらい減ってい

んでいればいいということにはなりません︒

ってしまうんですね︒
だから︑骨粗鬆薬だけ飲

すよね︒
それは今大きな問題で︑カルシウムを

主で︑コラーゲンレベルを上げるものがないで

すが︑どれもカルシウムレベルを上げる作用が

研究を始められたのはいつですか？
ばフカヒレ︑手羽先︑牛筋などはコラーゲンが

の３年ぐらい前からです︒
はありませんし︑手羽先を多量に摂ると油の

美容成分とばかり思っていましたが︑興味が

いう話をしたのです︒
当時は私もコラーゲンは

骨神経痛の人が︑このコラーゲンで助かったと

ンを持ってきて︑病院で治らなかった重症の坐

石井 はい︒
実は 年ほど前︑知人がコラーゲ

にあるんですね︒

ントを開発された石井先生の意図もその辺

の重要性がわかりました︒
医療用サプリメ

ロイチン硫酸は巨大な分子で︑グルコサミンは

酸の材料になっています︒
ヒアルロン酸やコンド

はり糖類で︑ヒアルロン酸やコンドロイチン硫

ながった大きな多糖類です︒
グルコサミンもや

ロン酸︑コンドロイチン硫酸は糖がたくさんつ

藤本 まずコラーゲンはたんぱく質で︑ヒアル

しょう？

題です︒
コラーゲンとの一番の違いは何なので

硫酸やヒアルロン酸︑グルコサミンなども話

ですか？

類によるよしあしは何で見分ければいいの

程度説明が出来ると思っています︒

もあり︑私は︑認知症もコラーゲン不足である

がコラーゲンを摂取して改善したというケース

経が接触不良になってしまいます︒
認知症の方

ゲンが関与していて︑
コラーゲン不足になると神

い組織を作っていますが︑そのシナプスにコラー

のニューロンがシナプスという接点でつながって長

ーゲンが支えているんですよ︒
神経はたくさん

血管から内臓︑神経まで︑あらゆる組織をコラ

ゲンだと言われています︒
皮膚や骨だけでなく︑

効果が期待出来るのかが問題です︒
少なくと

も︑その素材で本当に栄養素や機能性成分の

す︒
本当によい素材は限られていて︑原価も高

石井 現状のままではいけないと考えていま

がいかない？

が︑裏を返すと市販のサプリメントには満足

サプリメントを開発されたということです

しやすいコラーゲンを持っています︒

くなります︒
同じ魚でも白身の魚の方が分解

のほうを高速で泳いでいる赤身の魚の皮は硬

ね︒
同じ魚でも︑
カツオやマグロのように海の上

他の機能性成分との違いとコラーゲンの種類

湧いたので試してみました︒
たまたま当時︑骨

その構成成分なのです︒
いずれにせよ︑これら

石井 まず吸収率がよいものが優れていると

も私は︑
自分の経験上︑
臨床効果が期待出来︑

関節によい成分として︑コンドロイチン
――

粗鬆症の治験をしていて︑骨の痛みを訴える

は︑コラーゲンと同じような場所にあっても︑

言えます︒
コラーゲンは胃︑十二指腸を経て小

しかも安全な素材は︑
コラーゲンの中でも極め

アンチエイジングにおけるコラーゲン
――

患者さんが大勢いらしていましたから︑
興味の

物質は全然違います︒
健康への作用があると

腸から吸収されるのですが︑その過程で分解

理解でいいのですか？

す︒
魚皮と豚のコラーゲンを３０００ぐらいの

率がよいのです︒
そこで材料は魚皮がいいので

もあります︒
ですから︑分解が速いほうが吸収

ン酸カルシウムが非常に多く含まれています︒

食品の材料としてよく使われるウロコには︑リ

藤本 そうですね︒
例えばですが︑コラーゲン

るためなるべく原価が安いものを選ぶにして

い︒
メーカーの姿勢だと思いますが︑採算を取

石井先生は︑よい素材との出会いから
――

ある方にそのコラーゲンを差し上げて︑１箇月

したら︑コラーゲンとはメカニズムが違うと思

たんですが︑
素材へのこだわりが感じられ︑
この

石井 そうです︒
コラーゲンは全身に分布して

コラーゲンは︑体の素材そのものという
――

コラーゲンは確かにいいんだろう︑本格的に研

そこで︑カルシウムを除去するために脱灰とい
う化学処理をします︒
非常に強い酸やアルカ

同じ分子量に揃えて︑試験管内で分解を調べ
た実験がありますが︑魚皮の方が７倍分解が

リで化学処理しますので︑それがコラーゲン自

下させる可能性があるんですね︒
ヒラメやタラ

速いという結果が出ています︒
牛︑豚︑鳥など

うが吸収がいいんですね︒

の皮なら︑
加工に手間がかかりますが︑
化学処

体に化学変化を与えて︑生理活性を著しく低

藤本 いつも高い体温を保っている恒温動物

理をする必要はありません︒

コラーゲンが硬くならず︑分解しやすいわけで

石井 そう思いますね︒
安全性が一番大事だ

ということなんですね︒

出来るだけ自然な形に近いものがいい
――
す︒
特にタラやカレイのように寒い環境にいる

し︑無理な化学処理をしないで得られる自然
次ページへ続く

魚のコラーゲンは分解・吸収されやすいです

変温動物で低温の環境に生きていますから︑

のコラーゲンは硬く頑丈に出来るんです︒
魚は

の動物より︑フカヒレなど魚のコラーゲンのほ

いて︑だいたい全身のたんぱく質の ％はコラー

ゲンもいろいろありますから︑偶然いいコラー

石井光

究してみようと思いました︒
後で思えばコラー

コラーゲンにもいろいろありますが︑種
――

ほど飲んでいただきました︒
すると︑ほとんど

て限定していることを確信していますね︒

20

されず︑そのまま腸管を通過してしまうもの

20

います︒

40

の方が﹁痛みが軽くなった﹂とおっしゃるので驚

医療用サプリメントを開発したきっかけ

藤本 先生が特許を出された後に︑血管に対

20

﹁二十歳は肌の曲がり角﹂と言われます
――

石井 特許の出願が２０１１年で︑研究はそ

血管の老化予防に大きな啓発になって
――

向いてくるのではないでしょうか︒

世界のコラーゲン研究︑応用の状況は
――

東京大学理学部卒業。浜松医科大学医
学部教授、東京農工大学農学部教授な
どを経て、現在は東京農工大学名誉教
授。専門分野は生物学で特にコラーゲン
研究では世界の第一人者。理学博士。

藤本大三郎

いった方面の研究が多いですね︒
つまり肌と関

10

30

きました︒
それで詳しく製造業者の話を聞い

10

ゲンと出会ったということなんでしょう︒

30

日本医科大学卒業。積仁会旭ヶ丘病院副院長、
米国マウントサイナイ病院客員研究員、昭愛
会水野病院内科部長などを経て、1996年に新
日本橋石井クリニックを開設。医学博士。

コラーゲン

Collagen

の見解は︑効果が認められない素材を使用し

ラーゲンとだけ表記していますが︑消費者庁

ウロコを素材にするコラーゲンは︑フィッシュコ

が得られるのではないかと私は考えています︒

に近いコラーゲンだからこそ︑大きなメリット

く吸収されることがわかってきたんです︒
そし

プチドや︑
３個のトリペプチドも︑
かなり効率よ

た︒
しかし最近︑アミノ酸が２個くっついたジペ

解されてから吸収されると考えられていまし

のたんぱく質は︑以前は１個のアミノ酸まで分

ミノ酸がつながった分子ですが︑コラーゲンなど

いとは簡単には言えませんね︒
今サプリメント

おけばいいということですが︑だから吸収がい

吸収されるから︑初めからそういう形にして

で吸収されるときにはトリペプチドとしても

うわけではないようですね︒
コラーゲンが腸管

て︑何か素晴らしい臨床効果が得られたとい

石井 今年の 月ぐらいには機能性表示が

すね︒

示 が 可 能 に な る だ ろ う とい う 話 も あ り ま

十数箇国で特許取得しています︒

ール︑香港︑台湾︑ロシア︑オーストラリアなど

健康食品に関して︑将来的に機能性表
――

て︑
それを隠すのは︑現時点では法の規制はな
いが︑
倫理的な問題だと認めていますね︒

ペプチド化したコラーゲンは有用？
用な生理活性を持つものがあります︒

来のジペプチドやトリペプチドには︑いろいろ有

て︑体内で分解されて生成されたコラーゲン由

どでバックデータを取るべきです︒

うに言うなら︑公表出来なくても臨床試験な

ていますが︑食品としてメリットがあるかのよ

は効果・効能をうたってはいけないことになっ

が８倍になったそうです︒
機能性表示はよほど

能性表示を認可してから︑サプリメント市場

国では２００７年にＦＤＡがサプリメントの機

認められるのではないかと言われています︒
米

人たちもいましたね︒
それに対して︑消化の

内組織のコラーゲンになるようなことを言う

藤本 昔は︑食べたコラーゲンがそのまま体

ね？

で︑摂取する意味がないという人もいます

殊な酵素で作らないと出来ません︒
人間や動

応用します︒
３つに揃えて切るにはそういう特

ゲナーゼと言って︑特殊な細菌が出す酵素を

ンをアミノ酸３つに揃えて切るには細菌性コラ

藤本 特殊な酵素で切るんですが︑コラーゲ

すか？

石井 動脈硬化の改善と抗老化という２つ

はどういった内容の特許なんでしょう？

の国際特許を取得していますが︑具体的に

ネスのコラーゲンはヨーロッパやアジア諸国

記することを検討しているということです︒

加工食品だから原料および原産地表示を明

なると思います︒
消費者庁も︑サプリメントは

者にとって健康維持に最適な選択がしやすく

ンスが得られなければ自然と淘汰され︑消費

石井先生が開発されたドクターウェル
――

大手企業の実態は食品偽装と大差ない
――

し大量に販売している業者であっても︑エビデ

そのため︑イメージキャラクターを使って宣伝

しっかりしたエビデンスがないと出来ません︒

過 程で壊れるんだから食べても無 駄だと言
物が持っていない酵素を使って特殊な条件下
のタイトルで特許を取得しています︒
動脈硬

小さなペプチドをどうやって作るので
――

う人たちが出てきました︒
しかし現 在では︑
で作りますから︑
ちょっと人為的な印象は受け
化には粥状動脈硬化症といって︑血管の内側

国際特許の意義とコラーゲンに秘められた可能性

コラーゲンからアミノ酸まで分解される途中
るかもしれませんね︒
と聞きましたが？

※ウロコと皮の比較無回答というのは、90％以上がウロコだからだと思われます。ウロコと皮の価格差は約３倍になります。
※産地無回答というのは、産地が中国だからだと思われます。
※魚の種類が無回答というのは、ティラピアを使用しているからだと思われます。

の傷ついたところにコレステロールなどがたまっ

とがわかってきました︒
これは非常に画 期的

【魚＋豚由来】

石井 業 界 内でティラピアをイズミダイと

あり

てプラークという塊を作るタイプがありま

北太平洋・北大西洋

は︑先ほどの脱灰と同様でしょうか︒
トリペ

天然

なことなんです︒
たんぱく質の中に隠れてい

皮

呼称する背景には︑今問題となっている食品

なし

す︒
このプラークが破れると血栓が出来て︑そ

中国

プチドだからよいとは言えないわけですね︒

養殖

て生理活性がわからないけれど︑ペプチドに

皮

偽装と大差ない意識があるのではないでしょ

イズミダイ

の血管を詰まらせたり︑血流に乗ってほかの場

加工食品大手ＭＡ社

藤本 そうですね︒
よい面もあるかも知れま

なし

なると生理活性が出てくるもの︑これをクリ

アジア近海

うか︒

天然

所の血管を詰まらせたりする︒
つまり︑脳梗塞

ウロコと皮
※比率無回答

せんが︑デメリットもあるかもしれません︒
実

主にイトヨリダイ
とイズミダイ

プティックペプチドと言いますが︑今後︑重要

化粧品大手ＫＡ社

メーカーのお客 様 相 談 室に原 料は何です

ウロコと皮で違いはないと回答

や心筋梗塞を引き起こすわけです︒
そうなる

なし

際まだよくわからないのではないでしょうか︒

中国など

な研究分野になると思います︒

養殖

かと質問したところ︑
﹁イズミダイ﹂という回

粉はウロコ、粒は皮

前に動脈硬化を見つける方法に頸動脈エコー

ティラピア

体内で消化されて小さなペプチドになったも

化粧品・サプリメント大手Ｄ社

答が２社ありました︒
それはティラピアのこと

安全性の検査をきちんとしていますと回答

がありますが︑私の特許はコラーゲンを摂取

なし

のと︑人為的に作ったトリペプチドの比較研

海域は限定していない

豚皮＋魚皮
※比率無回答

無回答

無回答

なし

会社名

部位

産地

生産履歴

食品大手ＭＥ社

豚皮

無回答

なし

医薬品大手ＫＯ社

豚皮

北米・オーストラリア

あり

健康食品・医薬品大手A社

豚皮

日本・ＥＵ

なし

健康食品大手ＳＵ社

豚皮

北米・ヨーロッパ・韓国

あり

化粧品・健康食品大手Ｆ社

豚皮

日本・台湾・仏・米・加

あり

菓子大手Ｌ社

豚皮

主にＥＵ

あり

特許取得をうたっているトリペプチドの
――

天然

製品がありますが︑ほかのコラーゲンとどう

ウロコと皮
※比率無回答

ではないですかと︑さらに質問すると
﹁そうと

タラなどの白身魚
いろいろな魚

することで頸動脈のプラークが減少すること

化粧品大手ＳＩ社

究がどこまでされているのかはわかりません

再度ＴＥＬでティラピアであることを確認

違うのですか？

なし

も言います﹂という返答でした︒
ウロコと皮を

海外
※産地無回答

を証明した特許です︒
動脈硬化というより粥

養殖

が︑生理活性によっては下がる可能性はあり

ウロコと皮
※比率無回答

藤本 あらかじめ小さなペプチドにしておく

イズミダイ

使用している企業に︑どういう比率ですかと

食品大手ME社

状動脈硬化症の改善と言うべきでしょうね︒

備考

ますね︒

生産履歴

と︑効率よく吸収出来︑機能が発揮出来るので

産地

聞くと︑２社からは回答を拒まれました︒
お

天然 or 養殖

それをＥＵで認めてもらい︑そのほかシンガポ

部位

石井 トリペプチドの特許は製法特許であっ

魚の種類

客様相談室が無回答とは消費者を馬鹿にし

無回答

ている行為です︒
もともとティラピアはアマゾ

健康食品・医薬品大手A社

ンで生息する淡水魚で︑もっぱら中国で養殖

※2013年12月調べ

【魚由来】

され日本に輸入されています︒
一部の回転寿司

生産履歴

で﹁タイ﹂と称して使用されている魚です︒
食

産地

味などが似ているとはいえ︑そもそも近似種

天然or養殖

でもないティラピアを﹁○○ダイ﹂と呼ぶこと

部位

自体︑消費者を騙していると言われても仕方
ないでしょう︒
藤本先生が仰ったように︑効果
に疑問があるウロコを中国で養殖されたティ
ラピアから採取して製造し︑
イメージキャラク
ターを使 用したＴＶコマーシャルで大 量に販
売するのが大手企業の実態です︒
消費者は宣
伝に騙されないようもっと賢くなってほしいと

大手食品・医薬品・化粧品会社等のコラーゲン商品一覧

はないかという発想だと思います︒
ペプチドはア

人為的な操作をしているという意味で
――

のペプチドにさまざまな生 理 機 能があるこ

コラーゲンは消化過程で分解されるの
――

12

今回の対談でコラーゲンは素材が重要であることを受
け止め、
大手企業のコラーゲン製品がどんな原料を使
っているかを調査し表にしました。
ある企業のお客様窓
口で魚の種類を尋ねると、
「イズミダイ」
という聞きなれ
ない名前が返ってきました。
調べてみるとティラピアと
いう主に中国で養殖され、
一般的に
「タイ」
としてイメー
ジされるマダイとは異なる淡水魚を、
「イズミダイ」
と呼
んでいることがわかりました。
そこで消費者庁に聞いて
みると、
法的には問題ないがコンプライアンスの問題
ですとの回答でした。
このリストを見れば一目瞭然です
が、
大手の企業ですら豚皮や魚のウロコ
（しかもほとん
どが養殖）
を用いています。
魚の種類

備考
会社名

【豚由来】

思います︒
その中で︑ドクターウェルネスのコラー
――

ゲンには優位性がありますね︒
石井 私の夢は︑このサプリメントを医療に
活用することです︒
日本発のメディカルサプリ
メントとして︑国民のみならず︑世界中の人の
健康寿命を延ばすことが出来たら︑それに勝
る喜びはありません︒
そういえば︑がんの化学療法で脱毛し
――

た患者さんがコラーゲンを摂取すると︑非

常に回復が早いようです︒
藤本 コラーゲンは先ほど述べたクリプティッ
クペプチドの可能性も含めて︑隠れた機能の
宝庫で︑まだわからないことがたくさんあり
ます︒
それを解明して活用していけると︑大き
な社会貢献になると思いますね︒
これからの
発展を大いに期待しています︒

会社名

ドクターウエルネス社 ヒラメやタラの仲間

コラーゲン

Collagen

