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じるところがある.本書 の結論 は,健康 な生活
のためには ｢バ ランスの とれた食生活｣を主 と
し,健康補助食品を従 とすべ し, ということで
ある. もって銘すべ し, という他 はない.

｢
健康食品 ノー ト｣

｢
代替医療で ヒ トはこう変わる｣

｢がんが治 る,ダイエ ッ トに効 く,血圧を下 げ

先 に紹介 した書 は食 品 の本 で あ るか ら ｢
治

る‑. さまざまな効果を うた う健康食品の人気

る｣話 は禁句 といえる. これに対 して,評者が

がいま, うなぎのぼ りだ.病気 になって強い薬

今,強 く関心 を持 っているのが ｢
代替医療｣で

を飲むよりも, 日常の摂取で病気 を予防すると

ある.評者 は,上記 の書 で取材 を受 けたときに

い う考えはいい. しか し, はた して これ らの健

も評価 していただいた ｢プロポ リス研究者協会

康食品にはん とうに効果 はあるのか.科学的根

(
PRA)｣の代表幹事 を務 めているが,プロポ リ

拠 に もとづ く客観的情報 を提供 し,上手 なっ き

スの持っ生理活性 は,医療的な利用価値 も十分

｣これ は,表紙見返 しの こと
あい方 を提案す る.

にあると感 じているので,食品 と薬品の間に位

ばである.

置す る素材の利用 と して,伝統医療,相補医療,

著者 は 20年近 い経験 を もっ毎 日新聞の環境

代替医療 などと呼ばれ る分野のあ り方が気 にな

科学部 の記者で,日曜版 に 1年間の同 タイ トル

るのである. アメ リカの流れに対応 してわが国

の企画記事 を連載 した ものを もとに,大変読み

で も, 日本補完 ･代替医療学会 も新 しくで きて

やすい新書 に しあげている. ミツバチの生産物

いるが, こういう組織が生 まれ るよりも前か ら

の多 くは,健康食品 として親 しまれているが,

の伝統 に生 きる 23人の ドラマを,評論家の草

この本 には実 はプロポ リスだけが取 り上 げ られ

柳大蔵氏が引 き出 したのが本書 である.

てお り,5ページに満たない記事である. それ

著者が人間存在 に ｢
知 の宿命｣を感 じたホ リ

だけの分量 しかない記事 を ｢ミツバチ科学｣誌

ステ ィックなあ り方 を,色々な経験か ら紡 ぎ出

に紹介す るのは不適当か も知れない.

して飽 きさせないのはさすがで,一読 をお勧 め

しか し, あとが さにもあるよ うに,連載中か

す る次第である. ここで もミツバチ生産物 はプ

健康食品 と
ら評判 にな った記事 の客観性 と,｢

ロポ リスのみであるが PRA の生 みの親で もあ

は何か｣,｢どう摂取 した らよいか｣ という質問

る中村博 彦氏 が相手 で あ る.がん を抱 えなが

に答 え るべ く新 たに書 き下 ろ した とい う総論

0年 のつ きあいが淡 々 とま
ら, プ ロポ リスと 1

(
第 1章) が大変に分か りやす く, 示唆に富ん

とめ られているが,氏を知 る者 としてはす ごみ

でいると思われるので,お勧 め した くな った次

も感 じさせ られ る.

第である. ｢いわゆる健康食品｣ か ら始 まって

本の副題が さらにあ って ｢あきらめる前 にた

食品 と医薬品｣‑と続 く
｢
健康食品の四分類｣｢

め していいこれだけの方法｣とある.た しかに,

内容 は,気の利 いた書籍 には書 いてあるに違 い

そんなこともあるのか と,斬新 な気持 ちで接す

ないが,新聞記者 のセ ンスのおかげか, とにか

ることがで きるが,一方 で, この表現 はセ ンセ

く分か りやすいのである.

ー ションを心が ける出版社の売 り言葉のように

文中たびたび出て くる ｢
科学的根拠｣が薄弱
効 いた,効 いた｣という本が沢山出さ
なのに,｢
れている現状 に批判的なのは,評者 の認識 に通

感 じられ,対話者の重みが失 われるよ うな気が
した.
(
松香光夫)

