
 

プロローグ

ドイツ、ケルンで毎年開催されるSPOGA見本市（スポーガ＋ガーファ、国際ガーデニング・レ
ジャー用品見本市）。2014年の夏、日本で販売する最先端の製品を探している際に、変わった
形のテントを見つけました。この製品の発明者は私に、テントに使用されているフィルムの技術

が、世界中の健康問題に大きな影響を及ぼす可能性があり、その技術によってまったく新しい
タイプのサン・プロテクションが展開できると説明しました。

このレポートでは、私が4年間かけて行った太陽光と健康に関する調査をご紹介いたします。こ

のジャンルには、とても大きな問題が隠されていますが、人々はそのことにほとんど気がついて
いません。日光が身体に良い、という事実はみんなが知っていますが、ほとんどの人は積極的
に日光を浴びて健康を維持してはいません。彼らはUV A / Bの危険な面を恐れ、自分自身を守
ろうとしているのです。私はその認識を変えていきたい、そのことを私のミッションにしたいと思
います。

 

 

 

  



太陽光のスペクトル

紫外線 可視光線 赤外線

波長(nm)

 

 

太陽光線は、ナノメートル単位で測定される連続した波長で構成されています。 最も

知られているのが可視光と赤外線でしょう。これらは人間のウェルビーイングに必要

であると正しく理解されています。特に赤外線は、医学の世界でランプとして活用され

ています。そして、紫外線。UV Cは地球には届きませんが、UV A / Bは太陽光の中

で最も人が気になる部分ではないでしょうか。引き続き、グローバルな日光のとらえ方

を改めてご紹介します。 

 

 

  



太陽光は、人間だけではなく
植物、動物にも危険

 

 

ほぼすべての畜産農場は屋内にあり、その大部分は日光を取り入れていません。 

多くの植物（例えば、トマト）は、温室内で栽培されています。 都市部の生活において、

人々は太陽光を浴びることが少なくなり、日本人（アジア人）の女性の大半が、まった

く日光を浴びようとしません。 

 

 

  



オゾンホール

 

 

確かに我々は太陽光からの保護が必要です。オゾンホールは徐々に小さくなってき

たという報告もありますが、いまだに世界的に取り組むべき大きな問題です。 

 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/nasa-study-first-direct-proof-of-ozo

ne-hole-recovery-due-to-chemicals-ban 

 

 

  



日本における紫外線量の年次推移

那覇

筑波

札幌

年 2.26(kJ/㎡) 増加

年 3.38(kJ/㎡) 増加

年 1.93(kJ/㎡) 増加

那覇の観測において、紫外線は10年で 5.4% 増加

 

 

太陽光線の危険性に関する証拠が増えるほど、「日光を浴びることへの恐れ」も大き

くなります。この恐怖心は経済活動に大きな役割を果たし、産業全体が恐怖を売るこ

とに傾いていきます- 保険業界はおそらく最良の例ですが、それはあらゆる種類の

業種にもいえることなのです。 

 

 



UV A/Bへの恐れを煽る
商業広告の増加

 

 

 

  



さらなる問題: 美白の理想化

 

 

 

  



太陽光からの完全防御！

 

 

継続的な洗脳、それは過剰な宣伝と美白への憧憬を煽るものですが、多くのアジア

系の女性は日光をまったく浴びたがりません。 

 

 

  



まるで宇宙飛行士のような環境

 

 

 

  



• 紫外線照射不足に伴うビタミンD欠乏の問題は、
宇宙飛行士にとって切実な問題

• NASAは、宇宙飛行士に健康維持のために、1日
当たり2000 IUのサプリを摂取することを推奨

• https://lsda.jsc.nasa.gov/Experiment/exper/1534

 

 

ビタミンDに関する上記の引用はNASAのHPで直接確認することができます。 

https://lsda.jsc.nasa.gov/Experiment/exper/1534 

 

循環器関系の健康において、日光は重要な役割を果たしていますが、現在重力が循

環器に与える影響のみを検証しようとする傾向にあります。 

私は日光とビタミンDの可能性を研究者に指摘しましたが、まだ返事をいただいており

ません。 

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/756.html 

なぜビタミンDが非常に大きな意味を持つのか？ 私は長い間その説明を探してきま

したが、一番適切な説明はHeaney博士（ヒーニー博士）のものでした。 

 

 

  



Prof. Dr. Heaney

ロバート・ヒーニー博士 （1927-2015）

カルシウム・ビタミンDの専門家

骨粗鬆症財団「骨粗鬆症の伝説」

[YouTube 9:41 – 10:27] 

- Basic statement: all cell division needs Vitamin D

全ての細胞分裂にはビタミンDが必要

[YouTube: 2.34 – 3:21]

- Basic explanation of how we should think about Vitamin D levels

ビタミンDレベルに関して考えるべき、基本的な説明
https://www.youtube.com/watch?v=FmCw8qekues

 

 

ヒーニー博士は、60年代から骨粗しょう症の研究に取り組み、ビタミンDの重要性を誰

よりも深く理解しています。ビタミンDの適切な投与は、ヒーニー博士が進めてきた療

法で、多くの骨粗しょう症患者を救ってきました。 ビタミンDがとても重要であり、我々

がビタミンDをどのように理解していくべきか、こちらで紹介しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=FmCw8qekues 

 

 

 

  



ビタミンDの太陽光からの摂取

80-90%のビタミンDは太
陽光から摂取されている
（出典：Webmd.com ）

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-929/vitamin-d

太陽光

皮膚

肝臓

腎臓
体内のカルシウムバランスを維持

 

 

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-929/vitamin-d 

 

 

  



食物から摂取できるビタミンD
食品名 μg/100g 1食当たりの使用量 μg/食

あんこう肝 110 1 切 (50g) 55 μg

紅さけ 33 1 切 (1000g) 33 μg

さんま 14.9 1 尾 (100g) 14.9 μg

真さば 5.1 1 切 (100g) 5.1 μg

まいわし 9 1 尾 (60g) 5.4 μg

乾ししいたけ 12.7 2 個 (6 g) 0.8 μg

まいたけ 4.9 1/5 パック (20g) 1.0 μg

厚生労働省は成人1日のビタミンDの
摂取目安量（成人）として、最低5.5 
μ g を推奨
食物からだけ、この量のビタミンDを摂
取するために乾ししいたけを毎日15個
とる計算となる

(出典:文部科学省、日本食品標準成分表)

 

 

健康的にビタミンDレベルを保つための必要量、NASAが推奨する2000 IUのビタミンD

を1日で得るためには、約50マイクログラム、干しシイタケ140個（1マイクログラム= 40 

IU）を摂取しなくてはいけません。 

 

 

 

  



サプリメントからの摂取

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-
answers/vitamin-d-toxicity/faq-20058108

 

 

多くの国で、マイルド・ベビーパウダー類にはサプリメントが添加されています。 サプ

リメント摂取と自然からのビタミンD摂取には大きな違いがあります： 自然に生成され

たビタミンDだけが肝臓に保存され、必要な時に腎臓に供給されます。 サプリメントの

過剰摂取はビタミンD中毒を引き起こす可能性があります。 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-a

nswers/vitamin-d-toxicity/faq-20058108 

  

 

 

  



ビタミンDに関する研究の紹介①

ビタミンD最小群の直腸がんのリスクは、最大群に比べて5倍高い
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k671

高リスク

(出典:多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター社会と健康研究セン
ター 予防研究グループ)

 

 

https://www.bmj.com/content/360/bmj.k671 

 

 

 

  



ビタミンDに関する研究の紹介②
東京慈恵会医科大学 浦島教授による臨床試験で、ビタミンD摂取がインフルエン
ザ予防に効果があると報告された。
冬の間ビタミンDを摂取していた子供は、摂取していない子供に比べてインフルエ
ンザの発症率が42%抑えられたという報告がある。
https://www.researchgate.net/publication/41894685_May_Randomized_trial_of_vi
tamin_D_supplementation_to_prevent_seasonal_influenza_A_in_schoolchildren

 

 

 

  



5

ビタミンDに関する研究論文の増加

 

 

ビタミンDの研究はビタミンAとCの研究に比べ5倍もあります。医学研究においてビタ

ミンDの重要性は確実に認識されています。ヒーニー博士曰く、細胞分裂にはビタミン

Dが必要です。 その栄養が十分ではないときは、個人の健康の中で最も弱い部分が

攻撃されます。 どこが最も弱いのかは、私たち自身の健康、遺伝、食事、環境、それ

らすべての要因に左右されます。 全ての産業は健康に関する問題のソリューション

を提供することに集約しており、日光に関するソリューションは忘れられています。 日

光と健康はビタミンDとの関連性だけでありません。太陽光が私たちの健康に及ぼす

影響に関し、別の調査をこれから提示したいと思います。 

 

 

  



一酸化窒素合成酵素

• ゲーリー・M・ハリデイ 博士

– 皮膚病学専門； ボッシュ研究所、シドニー癌センター、

シドニー大学、ニューサウスウェールズ大学

• スコット・N・バーン 博士

– 感染症および免疫学専門； ボッシュ研究所、シドニー癌セン
ター、シドニー大学、ニューサウスウェールズ大学

• 臨床的意義

– UVA照射の循環器疾患への効能

– UVA照射- 皮膚貯蔵からの放射線誘発性一酸化窒素（NO）
の放出は、全身血管系に影響を及ぼし得る

– UVAによって放出された皮膚に貯蔵されたNOが、まだ未知
の健康影響を有する可能性が高い

– https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)36897-

4/fulltext （出典：Journal of investigative Dermatology）

 

 

太陽光が私たちの健康に及ぼす影響の一つに、一酸化窒素合成酵素があります。 

https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)36897-4/fulltext  

 

 

  



セロトニンとメラトニン

• 神経伝達物質 - 神経系との信号伝達

• セロトニン：「幸せを感じるホルモン」

• メラトニン：私たちの睡眠サイクルやサーカディアン
リズムに関連する

 

 

太陽光が私たちの健康に及ぼす影響の一つに、セロトニンとメラトニンがあります。 

この研究分野では、体内時計の調整、精神疾患、睡眠障害へのサーカディアン・リズ

ム治療、不眠症（入眠障害、睡眠の品質の問題、早期覚醒などの障害）、併存疾患

（例えばADHS（注意欠如・多動症（注意欠陥/ 多動性障害、注意欠如・多動性障害）、

疾患に関連する影響）、うつ病の治療などで、日光が大きな役割をはたしています。 

 

 

  



2人の医師が、1224もの論文を元に発表

 

 

最近米国で出版された、日光に関する1224の医学研究の総集版 

https://www.amazon.com/Embrace-Sun-Marc-B-Sorenson/dp/069207600X 

 

 

  



ビタミンDの適切なレベルは?

• アマゾンやその他ネイティブの集団のビタミンDレベルは60ng
（ヒーニー博士の研究より）

• ドイツでは、20ngを下回るレベルの人は糖尿病、心臓血管疾
患、自己免疫疾患、様々な癌などの可能性を高めるとして医
師から警告を受け取る

• 多くの研究者は、30-60ngが最適と考えている

• ツィッターマン教授（Prof. Dr. Zittermann、後述）は25ngとみ
なしている

• 見解は多いが、20-30ngが最小許容共通基準

 

 

ビタミンDに関する最も包括的なリソース： 

https://vitamindwiki.com/VitaminDWiki 

 

 

 

  



日本のビタミンDに関する全国統計

年齢 n 平均

12-14 years 197 22.2 ng/mL

15-18 years 521 20.7 ng/mL

19-29 years 319 18.6 ng/mL

30-49 years 28 18.3 ng/mL

50-69 years 244 20.0 ng/mL

70- years 190 19.5 ng/mL

(出典:岡野 登志夫, 生物学と治療 2008)

日本人女性の血中25-OHビタミンD濃度に関する研究

 

 

平均レベルを20ng/mlと控えめに設定したとします。ベルカーブ分布を仮定して考える

と、25ng/mlのレベルを最小限にすると、日本の女性集団の半分以上がビタミンD欠

乏といえます。 

 

 

  



ハーフェレジャパンでの
ビタミンD検査結果

• ビタミンD検査は定期健康診断の一部ではなく、国
民健康保険では検査費用が含まれない

• 判定は心配する必要のないAランクとされた

• ビタミンDテストの結果

参加者 14名

8名 20以下

2名 10以下

(検査： 2016年11月実施)

 

 

14名中、8名が20以下という結果でした。2008年の全国調査と非常によく似た結果が

でています。 

 

 

  



ビタミンD不足/欠乏をなくすことによる
医療費削減の可能性（ドイツ）

• ツィッターマン教授（Prof. Dr. Armin Zitterman）の報告

ノルトライン＝ヴェストファーレン州世界最大の心臓外科センター、
ルール、ボーフム大学所属

2008年 - 一定以下のビタミンDレベルが多数いることによる問題

– ビタミン D 不足: 40-45%

– ビタミン D 欠乏: 15-30%

医療費削減 およそ380 億ユーロ
(約2万人が5億ユーロの年金で生活しているため正確には375億ユーロ)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.200900494

 

 

2008年のドイツの貧困層のビタミンDレベルと、同じ年と2016年の日本の女性のビタミ

ンDレベルはとてもよく似ています。日本の人口は約1億2,600万人でドイツの人口は

約8200万人です。それだけの人口に正しい日光の教育を施し、理解を促すことで、年

間医療コストで考えると、日本はおよそ7.7兆円（600億ユーロ）、ドイツでは52兆円（約

4080億ユーロ）の約15％を節約することができると予想されます。 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.200900494 

 

 

 

  



スキンタイプ - フィッツパトリック分類

 

 

 

  



12月の昼頃、手と顔を露出させ、ビタミンDを生成するためには、
札幌では76分、つくばで22分かかる
http://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/en/tsukuba_climatolog
y.html

7月 12月

9 AM 12 正午 3 PM 9 AM 12正午 3 PM

札幌 7.4 min 4.6 min 13.3 min 497.4 min 76.4 min 2741.7 

min

つくば 5.9 min 3.5 min 10.1 min 106.0 mi 22.4 min 271.3 min

那覇 8.8 min 2.9 min 5.3 min 78.0 min 7.5 min 17.0 min

(出典: 国立環境研究所)

国立環境研究所 （茨城県つくば市）の報告

ビタミンD生成に必要な時間

 

 

上記の紫外線量推奨値は、毎日5.5×40 = 220 IUが必要であると考え、1日当たり食

事摂取でのビタミンDが、5.5マイクログラムとして計算されています。これに対しNASA

は宇宙飛行士のために、健康的なビタミンDレベルを、サプリメントで2000IU、摂取す

ることを推奨しています。 どちらが正しいのか？ この表をガイドラインとして基準化

していることに対し、考えてみてください。もちろん、私たちが、どれだけの日光を必要

とし、健康のために摂取できるかは、さまざまな要因によって異なります。 

http://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/en/tsukuba_climatology.html 

 

 

 

  



太陽光に関する常識

• 自分のスキンタイプを理解する

• 自分のいる地域で提供されているUVインデックスで紫
外線レベルを知る必要がある。UV 3以上では保護が必
要

• 日焼け止めなしで皮膚を露出させた状態では（日焼け
が起こる前段階までの）適切な時間を過ごすべき

• 外で長い時間を過ごす場合、適切なSPFレベルの日焼
け止めを適用するか、衣類/帽子で全身を保護する

• 定期的なビタミンDテストを受けることで、十分な日光を
取得しているかを確認

 

 

現在利用可能な日焼けクリームは3,600種類を超えますが、海洋環境を汚染し続ける

リスクがとても大きいです。そのため、世界的に今後5年の間に禁止されることになる

でしょう。ハワイでは、日焼けクリームの主要な成分である、オクチノキサートとオキシ

ベンゾンを含んだすべての日焼け防止剤を有毒であるとして、禁止する法律をすでに

可決しました。 

 

https://www.accuweather.com/en/weather-news/hawaii-governor-signs-bill-maki

ng-hawaii-the-1st-state-to-ban-sunscreens-that-harm-coral-reefs/70005401 

 

 

 

 

  



エピローグ

プロローグで申しましたように、日光の誤認を正すことが私のミッションだと思っています。この誤認
は深く根付き、経済的なマーケティングによって強化されているので、私はこのミッションを達成する
ために多くの人々の助けが必要です。今後の目標として、日本とドイツの著名な科学者による非営
利団体を創設し、さまざまな分野で活躍する科学者や医師に、日光と健康に関するグローバルなシ
ンポジウム提供したいと思っております。彼らとともに、日光を安全に活用する、科学的に証明され
たガイドラインを作成したいのです。この夢が実現すれば、学校の子供たちにこのガイドラインを教
えることができます。病気にならない人の数も日増しに増えてくることでしょう。十分な日光を正しく
得るだけの、とても簡単な予防医学を誰が提供するのか。我々は、非営利団体を創設するために、
サポーターやメンバーを探しています。皆さんがご参加してくださることを、心より願うばかりです。
このプロジェクトの詳細と進捗状況をお知りになりたい場合、karl.hahne@hafele.co.jp へまずは
メールをお送りください。ご利用可能な最新情報を配信させていただきます。メーリングリストは保守
され、他の商品情報などを一切送信しないとお約束いたします。

 

 

 

 


