
にんにくの力

にんにくを詳しく

黒にんにくの作り方



にんにく伝説

エジプトのピラミッドの壁画には、にんにくが小さな円い器にき
れいに盛られ、鳥や大根などの食べ物と一緒に描かれています。
にんにくが傷口の消毒ばかりでなく、食べ物として、肉のにおい
のマスキングと防腐にも使用され、当時の人々の生活に不可欠な
品であったものと推察されます。
にんにくが病魔に対して、これを押しのけたという逸話は、「ド
ラキュラ」をはじめ数多く存在しますが、最も強くその力を示し
ている話は、1771年フランスのマルセイユに大発生した黒死病
（ペスト）を防いだというものです。

ぺストのパンデミックといえ
ば、ヨーロッパで大流行した
疫病ですが、何とこれも中国
が発生場所ということですか
ら歴史は繰り返すということ
なんですね。今でも中国には
感染者がいるそうですから、
このペスト菌がなくなったわ
けではなく、いつまた流行す
るのか心配です。
1628年～1630年、ペストが
大流行し多数の死者がでる最
中、盗みを繰り返していた4
人の盗賊達がいました。

逮捕され裁判にかけられ、死体の処理に困っていた役所は、彼らにそ
の仕事をさせることを思いつき、どうせ彼らもペストに感染して死ぬ
であろうと半分期待していたそうです。ところが、彼らは大変元気に
仕事を続けていました。盗賊たちは感染せずに済んでいたことに疑
問を抱いた裁判官が、刑を軽くすることと引き換えに問いただし



たところ4人の盗賊たちが使用していたレシピが明らかにされた～
という酢です。この酢は、“四盗賊の酢”という名前で、消毒剤として今
でも薬局で販売されていたそうです。

にんにくの抗菌・殺菌作用 
にんにくは、一般的に“スタミナ食材”のイメージが定着していますが、刻ん
だり、すりおろしたりするときに発生する成分「アリシン」に強力な抗菌・殺
菌効果があることでも知られています。その効果・効能は微生物全体に及
び、カビ、細菌、酵母などに対して有効であることが確認されています。
にんにくの属するネギ属（アリウム属）植物は、近年の研究でヒガンバナ科
のネギ亜科に属すことになりました。このネギ属植物にはにんにく、タマネ
ギ、ネギ、ニラなどが含まれ、香味野菜として扱われ、その独特の味とにお
いから薬味や料理の大切な素材として使用されています。

にんにくの殺菌作用成分「アリシン」
にんにくは、葉や球根が虫や動物によって傷つけられたり、カビや細
菌に侵されたりすると、その対抗策として損傷部位に限って「アリシ
ン」を生成・放出します。にんにくの殺菌作用は、このアリシンによって
発揮されます。そして、アリシンは傷口の殺菌・消毒を終えると、自らの
力で自己の組織や細胞を傷めないように空中に飛散していきます。

私たちがにんにくを料理で使うときは、カビ

や害虫が傷つけるのとは違って、スライスし

たり、つぶしたりするので、アリシンの生産は

最大に達し、強烈なにおいとピリピリする刺

激に襲われることになります。にんにくの水

抽出液（にんにくに水を加えてつぶすこと

で得られる）は、強い殺虫・殺菌作用を示しま

す。その殺菌作用や動物忌避作用に加え

て、病魔を追い払う力となったことは言うま

でもありません。



古くから、にんにくさえあれば、傷口に塗り付けることで膿まずに済ん
だり、つぶして水で薄めた液を飲むことで腹痛が治ったりと、にんにく
の薬餌としての利用は人々の生活の中に浸透していたと言えます。
他にも殺菌作用を示す野菜として、ワサビやショウガなどがありますが、
にんにくは薬効が優れているうえに、他と比べて非常に作りやすい野菜で
す。「にんにく→開花→受粉→種子形成→発芽→にんにく」という繁殖法
ではなく、「にんにく→発芽→にんにく」という栄養繁殖の方法によって増
えるので、鱗片1個を植え付けると鱗片6個から 10個のにんにくとなり、
安定して収穫できるのです。しかも、含有成分なども親（植えた鱗片）と全
く同じになるのです。にんにくを切ったり、すりつぶすことによって、に
んにくが作り出すイオウを含む刺激物質（アリシン）。
この刺激物質は、におい刺激と痛みを伴う化学刺激であり、動物は逃避し、
微生物は死滅するほどです。
結核菌や肺炎菌などを殺菌するために使用される抗生物質は、感染
して、発病した患者によく効くようにつくられているのですが、目的と
する菌が異なっていたり、変化したりしているとほとんど効かないの
です。一方、アリシンはどの菌にもくっついて殺菌するという、優れた
性質を持ち合わせています。

アリシンの殺菌力は水虫にも効果がある

方法は簡単で、にんにくをすり下ろし
てから、多少の刺激はありますが、箸
の先でそれを患部につけ、10分後に
洗い落とし、さらに石鹸で良く洗って
終わりです。このメカニズムは、アリシ
ンは低分子化合物であり、指の間に伸
ばしている水虫菌の菌糸にまで浸透
して殺菌していると考えられます。



注意点としては、皮膚炎を起こさないようにするため、患部は足だけ
にして首など柔らかいところへの塗付は絶対に避けることです。
このように、にんにくは身近にある「おいしい食材」でありながら、か
つ「薬」のようにも利用できる強力な抗菌・殺菌作用も備えています。
その強烈で独特なにおいにはきちんと意味があるのです。古来より滋
養強壮などさまざまな薬効を発揮し、また料理から治療まで活躍する
にんにくはまさに万能な野菜と言えるでしょう。

にんにくと血液の関係 
「血液がドロドロになる」という表現を耳にしたことがあると思いますが、
これは、血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が過剰になり、血液が粘
り気を持って流れにくくなっている状態を指します。
この“ドロドロ血”になってしまうと血管の内壁を傷つけやすくなってし
まうので、血栓予防の観点からも悪玉コレステロールを体から追い出す必
要があります。
にんにく成分の「ジアリルジスルフィド」や「ジアリルトリスルフィド」
は、コレステロールの合成を抑え、血中コレステロールを減らしてくれま
す。にんにくの世界的な権威、アメリカ・ロマンダ大学医学部のベンジャ
ミン・ラウらのグループは、にんにくを４ ６ヵ月食べることで、体内の〜
悪玉コレステロールの酸化物（過酸化脂質）が約30%減少したと発表して
います。また、もともとコレステロール値の高い人に、にんにくを２ヵ月
間食べてもらい数値を測定してみると、３分の２に減少していたという報
告もあります。しかも、にんにくを食べるのを止めてしまうと、数ヵ月後
にはもとのコレステロール値が高い状態に戻っていたというから驚きです。
血液の役割としてもうひとつ忘れてならないのが、熱を体全体に広めて体
温を調整する機能です。私たちの体は外気温が下がると体温を維持するた
めに、手足や表皮の血管を収縮して血流を低下させ、体内の熱を逃さない
ように働きます。
“冷えは万病のもと”といわれるように、体の冷えによる血流の悪化も血
栓を誘発してしまう原因となります。
（にんにくの効果効能：冷え症）



血液の流れが止まると脳は５分で死んでしまう！

人が生きていくためには体の組
織が常に活動できるように、絶
えず栄養素や酸素を供給し続け
なければなりません。この大切
な役目を一手に担っているのが
血液です。

私たちが口から取り入れた食物は胃や小腸で消化した後、栄養素
となって血液中に吸収され、いったん肝臓で不要なものや有害な
ものが取り除かれ、心臓に運ばれます。また、呼吸で取り入れら
れた酸素は、血液中の「赤血球」が運び手となって心臓に送られ
ます。このように私たちの体は、血液を介して心臓の拍動ととも
に、栄養素と酸素を体全体に届けています。
人の体を流れる血液の量は体重のおよそ８%。体重50kgの人なら４
kgが血液ということになります。血液が流れる血管には動脈、静
脈、毛細血管の３種類があり、血管の体積の 95%は目に見えない細
さの毛細血管が占めていて、体中の血管をすべてつなぐと10万キ
ロメートル（地球を約2.5周）にもなるといわれています。「血
液」というと液体をイメージしがちですが、血液中の45%は血球と
いう有形の細胞成分で占められています。酸素の運び手である
「赤血球」、侵入してきた細菌やウイルスを攻撃する「白血球」、
外傷などの出血時に集まって出血を防ぐ「血小板」などがありま
す。残りの 55%が液体成分の「血漿」で、これも栄養素を運ぶ大切
な役割を持っています。
このようにたくさんの大切な成分を含んでいる血液は、体のさま
ざまな状態を教えてくれる健康管理のバロメーター。病院での一
般的な血液検査で検査可能な項目は2,000項目にも及びます。では、
この血液の流れが止まってしまったらどうなるでしょうか？
人間の脳細胞は、通常の体温のもとで血流が停止して酸素が供給
できなくなると５分で死んでしまいます。救命救急の現場で「心



停止から５分経過してしまうと救命は絶望的だ」といわれるのは
このためです。それほど血液の流れは生命維持にとって重要な役
割を担っているのです。

血液の防衛機能が引き起こす恐ろしい「血栓症」とは

血液は常に全身を巡り、体を正常
に保つためにさまざまな働きをし
ています。しかし、この血液の流
れが止まってしまう恐ろしい病気
があります。「血栓症」と呼ばれ
るものです。転んで擦りむいて出
血した時に、しばらくすると血が
固まって“かさぶた”ができ、血
が流れ出るのを防いでくれます。

これは血液中の「血小板」が傷口に集まって栓をつくり、固まっ
て止血をするという自然治癒の機能が見事に働くからです。しか
し、この“かさぶた”が血管の内側にできた場合を想像してみて
ください。例えばコレステロールの多い食事などで、酸化された
悪玉コレステロールが血管壁の中にたまると血管が圧迫され内壁
に傷がつきます。この傷を修復しようと「血小板」が集まり“か
さぶた”をつくろうとします。この血管の内側にできる“かさぶ
た”こそが「血栓」の正体。血液の持つ防衛機能が裏目に出てし
まい、結果、血管を詰まらせ血液の流れを妨害してしまいます。
特に動脈硬化が進んでいる人は血管の内側の壁の損傷が起こりや
すくなります。血栓が脳の血管内にできると「脳梗塞」、心臓を
取り巻く冠状動脈内にできると「心筋梗塞」という死に直結する
恐ろしい病気につながります。
血栓は本来、役割を果たした後は血栓を溶かす作用が自然に働き、
溶けていきます。ところが喫煙や運動不足、肥満やストレスなど
によって、血栓が固まりやすく溶けにくい体質になってしまいま
す。こうした体質を改善するには、血小板が凝集する機能を抑え



てあげることが何よりも重要であることがわかっています。血小
板の凝集機能を抑える食品としては、イワシやサバなどの油脂に
含まれる EPA（エイコサペンタエン酸）や DHA（ドコサヘキサエン
酸）などがよく知られていますが、にんにくにはこれらの脂肪酸
とは異なる、硫黄化合物が含まれていて、血小板を固まらせない
強力な力があるのです。

にんにく成分 MATSが血栓からあなたの身を守る！

血流をアップする食品にはふたつの種類が
あります。ひとつは「血管を拡張する食
材」。にんにくやタマネギなどのネギ科野
菜、ブロッコリーなどのアブラナ科野菜が
この代表格です。
血管を拡張する食材には硫黄化合物が含ま
れ、血管の壁を広げるような働きをして、血管
内の血液を流れやすくしてくれます。カボチャ
などビタミン Eを多く含む食材も、血管の内
側の内皮細胞に働いて血管を広げる一酸化
窒素の生成を促してくれます。

「体を温める食材」
熱を発生させる細胞（褐色脂肪細胞）を刺激して体温を上げ、結
果的に血流を促すように働きます。体温が上がると、発生した熱
を放散するために血液の流れがよくなるのです。代表的なものは、
にんにく、ショウガのような辛味を持つ野菜、唐辛子やシナモン
などのスパイス類も挙げられます。このように血流に効果がある
食材は２通りに分類されますが、お気づきの通りにんにくは両方
の効果を併せ持っています。にんにくを食べると交感神経が刺激
されて、ノルアドレナリンの分泌が盛んになります。交感神経が
興奮すると、通常は血管が収縮して血圧を上げるのですが、にん
にくの場合は硫黄成分が末梢血管を拡張させるため血行がよくな
り温かくなった血液が体の隅々まで行き届きます。これは、にん



にくの本当にすばらしい作用です。一方で、にんにくは食べ過ぎ
ると血液中の赤血球を壊してしまうという説もあります。しかし、
これは詳しく調べてみると、生のにんにくを１度に３球以上大量
に食べない限りは貧血の症状を起こすことにはならないでしょう。
普段私たちが１度に食べる量というのはせいぜい１個の鱗茎（り
んけい）の中の３片から４片程度ですので、必要以上に神経質に
なる必要はないでしょう。むしろこうしたリスクよりもメリット
の方が大きいので、積極的に食べるのが望ましいといえます。

香味野菜独特の味とにおいの正体

にんにくの属するネギ属（アリウム属）

植物は、近年の DNA分析による分類法

で、ユリ科のネギ属ではなく、ヒガンバ

ナ科のネギ亜科に属すことが決定され

ました。このネギ属植物にはにんにく、

タマネギ、ネギ、ニラなどが含まれ、香

味野菜として扱われ、その独特の味と

においから薬味や料理の大切な素材と

して使用されています。

ネギ属に共通する成分として、植物体を構成している難分解性の、い

わゆる食物繊維「多糖類フルクタン」が挙げられます。

フルクタンは、摂取されると胃を経て小腸から大腸へと分解されない

まま送られて行き、大腸の細菌たちの餌となって腸内細菌を増やしま

す。そして、大腸壁を押し広げることで排便を促し、整腸作用を発揮す

ることになります。フルクタンを餌にして増殖する腸内細菌は、酪酸、

プロピオン酸、酢酸などの「短鎖脂肪酸」を生成し、ミネラルの吸収を

促したり、糖尿病やがんを防いだりしてくれる機能成分です。



にんにくの香り（におい）の成分は、イオウ原子を含んでいるアミノ酸

ですが、通常は細胞の水分中に溶け込んでいる（飛散しない）ため無

臭です。しかし、害虫や調理などによって傷つけられると、アミノ酸が

細胞から流れ出て「アリイナーゼ」という酵素と出会い、イオウを含む

臭気成分として飛び出てきます。

悪玉コレステロールを追い出すにんにくパワー！

にんにくのもうひとつの作用に「悪玉コ

レステロール」を減少させるという効果

があります。血液中のコレステロールには

ＨＤＬコレステロールとＬＤＬコレステロール

の２種類があり、ＨＤＬコレステロールは余

分なコレステロールを全身の組織から肝

臓へと回収してくれる働きがあり「善玉

コレステロール」と呼ばれます。

皆さん、テレビや雑誌などで「血液がドロドロになる」という表現を耳

にしたことがあると思いますが、これは、血液中の悪玉コレステロール

や中性脂肪が過剰になり、血液が粘り気を持って流れにくくなってい

る状態を指します。この“ドロドロ血”になってしまうと血管の内壁を傷

つけやすくなってしまうので、血栓予防の観点からも悪玉コレステ

ロールを体から追い出す必要があります。にんにく成分の「ジアリルジ

スルフィド」や「ジアリルトリスルフィド」は、コレステロールの合成を抑え、

血中コレステロールを減らしてくれます。

にんにくの世界的な権威、アメリカ・ロマンダ大学医学部のベンジャミ

ン・ラウらのグループは、にんにくを４ ６ヵ月食べることで、体内の悪〜



玉コレステロールの酸化物（過酸化脂質）が約30%減少したと発表し

ています。また、もともとコレステロール値の高い人に、にんにくを２ヵ

月間食べてもらい数値を測定してみると、３分の２に減少していたとい

う報告もあります。しかも、にんにくを食べるのを止めてしまうと、数ヵ

月後にはもとのコレステロール値が高い状態に戻っていたというから

驚きです。

にんにく習慣で血液メンテナンスを！

血液の役割としてもうひとつ忘れてならないのが、熱を体全体に広めて

体温を調整する機能です。私たちの体は外気温が下がると体温を維持す

るために、手足や表皮の血管を収縮して血流を低下させ、体内の熱を逃さ

ないように働きます。“冷えは万病のもと”といわれるように、体の冷えに

よる血流の悪化も血栓を誘発してしまう原因となります。（にんにくの効果

効能：冷え症）

血流をアップする食品にはふたつの種類があります。ひとつは「血管を拡

張する食材」。にんにくやタマネギなどのネギ科野菜、ブロッコリーなどの

アブラナ科野菜がこの代表格です。血管を拡張する食材には硫黄化合物

が含まれ、血管の壁を広げるような働きをして、血管内の血液を流れやす

くしてくれます。カボチャなどビタミン Eを多く含む食材も、血管の内側の

内皮細胞に働いて血管を広げる一酸化窒素の生成を促してくれます。



いま大きなブームになっているのが
　　　いま大きなブームになっているのが

「黒にんにく」　です。

黒にんにくは果実が黒い。これは、白いにんにくを高温、高湿という
一定の環境に３～４週間置くことで、熟成発酵して黒くなります。

この変化は、チョコレートなどと同じメイラード反応だと考えら
れています。「黒にんにく」は、製造過程で、科学的な食品添加
物を一切使っておりません。正確にいうと、「発酵黒にんにく」
なのです。

黒にんにくは、適度の温度と湿度を守りながら熟成させて作った健康
食品です。熟成して黒くなった“にんにく”は糖度が増え、にんに
く臭さがなくなり、多くの人に愛用されております。

豊富なアミノ酸とポリフェノール
黒にんにくにはアミノ酸とポリフェノールが豊富に含まれていま
す。ポリフェノールは野菜の中ではトップの含有量。 ポリフェ



ノールの強い抗酸化作用は、老化現象のもととなる活性酸素を除
去する働きがあるとされています。

抗酸化作用が抜群！
抗酸化とは、身体を錆びさせる（老化させる）活性酸素を除去し
てくれる力のことを言います。活性酸素は、不規則な生活や食事、
ストレス、化学物質など、さまざまな要因で増えると言われてお
り、現代社会を生きる人々にとってこえは、 避けては通れない物

質。そんな物質を撃退してくれる効果もあるのです。このほいま
大きなブームになっているのが
か、黒ニンニクには、自立神経（ホルモンバランス）を調整する
「アリアチミン」も含まれています。更年期や冷え性などを悩ん
でいる方にも効果的だとされています。

黒にんにくに含まれるアルギニン

純黒にんにくアルギニン含有量：388mg/100g 



アルギニンはエネルギーを生み出す滋養強壮の源

アルギニンには疲労感の原因とも言われる体内の余分なアンモニア

を除去作用があり、激しい運動や疲労の回復にもアルギニンは非常に

有効で実際に栄養ドリンクなどで使われている栄養素でもあります。

さらに注目されている効果に糖尿病や高血圧にも有効でアルギニン

は血糖値を正常化し糖尿病を防ぐことがわかってきました。

インスリンそのものに働くため分泌を促進し動きを良くし血糖を抑え

る事がイタリアの循環器糖尿病研究所の調べで報告されています。

糖尿病の家族歴がある、血糖値が高く心配な方は、アルギニンが含ま

れている食材を積極的に取り入れるだけでも十分予防効果がありま

す。黒にんにくには通常の白いにんにくと比較して 3倍のアルギニン

が含めれています。アルギニンは免疫反応の活性化、細胞増殖促進コ

ラーゲン生成促進、血管の老化防止、免疫力を高める作用、また怪我

をした時など傷の治癒、修復に活躍する重要な成分です。

黒にんにくの製造方法
<第１工程>
　にんにくの根っ子を取って水洗いしてから、酢に一晩漬ける。
　（発酵を促進させるため）
<第２工程>（約2日）
　30～40℃の温度に30～50時間と湿度 80％以上で発酵させる。
<第３工程>（約2日）
　50～60℃の温度に30～50時間、乾燥させる。
<第４工程>（約4日以上）
　60～75℃の温度、湿度 80％で100時間以上維持して糖化。
<第５工程>（約10日以上）
　60～75℃の温度に維持して炭化開始前に加熱を終了。

※上記のような流れで作りますが、食感などの好みからアレンジしても良
　いでしょう。



不要になった冷蔵庫とグリル調理器で作る

　「黒にんにく製造装置」

冷蔵庫の中の棚などをすべて取り除いて、ステンレスの金網の棚か、

ホームセンターでステンのふるいを買って棚代わりにしてニンニクを

入れます。

冷蔵庫の本体には電気を入れません。グリル調理器を使って温度と湿

度の調整をします。容器内には一日に朝晩に水を入れますが、庫内の

温度が安定すると考えて５センチぐらいの石ころもたくさん入れてい

ます。グリルに入れた水が蒸発して湿度を高めてくれるのでフタはし

ません。

ニンニクのヘタ（根っ子）を取って綺麗に洗って酢に一晩漬ける。

あとは「黒ニンニクの製造法」に従って一ヶ月ほどで出来上がります。
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