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応用量子色力学会Ｖｏｌ.2への寄稿

理事 岡村俊彦

今年は、2010年に長野精工金属㈱矢島社長の提唱による「ガングリオ
シド研究会」の発足から8年が経過、バンクーバー、ソチ、そして今年の
ピョンチャンと冬季オリンピックと重なる記憶に残る節目の年でもあり
ます。
今回、応用量子色力学会の会報への投稿の機会をいただきましたので
、次の2022年北京オリンピック開催予定までの4年、十二支で言うと同じ
年が再びめぐってくるまでの年数になりますが、“色差分解の技術”を
使って、私としてはどのような成果を残したいかについてお話しさせて
いただくことにします。
基本方針としては、色差分解技術を使った人や動物の栄養補助食品の
製造と販売を本格的に行うことです。
その原材料は、これまで廃棄物として取り扱われていた食材の高度な
再生を基本とすることを優先し、これまで行ってきた薩摩イモや柿の再
生処理のほかに、桑の枝や葉、ブロッコリーの茎や葉、アボカドの皮や
種、シイタケの廃棄菌床、米ぬか等々の他、植物以外の様々な廃棄材料
も含めて、色差分解による高度再生による栄養補助食品の商品化行い、
社会貢献できる活動を目指したいと思います。
その実現ための優先課題は、この新しい商品が世の中に普及していく
ための重要な事となりますが、その商品化に不可欠な効能に加え、より
安全な商品であるかどうかを科学的な方法で調べて確認する必要があり
ます。この方法が「臨床試験」となるわけです。まずは「安全なのか」
、そして「期待どおりの効果を発揮できるのか」をバランスよく、科学
的に調べなければなりません。このような情報を集める継続的な取り組
みが我々メーカーには求められます。商品化と併せてこのようなエビデ
ンスを積み重ねてゆく作業を行うことが必至でしょう。
このような、サプリメントや機能性食品の市場は拡大の一歩でもあり
、大きなビジネスチャンスでもあります。
世界でも最大規模の機能性食品大国アメリカでは健康のための機能性
食品の売り上げ規模は15兆円を超えるといわれておりますが、さらに食
品の効能の表示の自由や、サプリメントの使用の自由を健康のために求
める運動も活発になってきております。（世界規模では30兆円を超え、2
位は日本：ワールドヘルスレポート2017より）
この魅力ある市場へ参画するための組織としての手段も同時に考えな

ければなりません、国際的な食糧産業クラスターもその一つでしょ
う。このような魅力ある機能性食品を生み出す、この“色差分解方
式”が、従来の方式と比較していかに大きな特徴があるかを知って
もらい、伝え、発信することも重要課題の一つです。長野はまさに
世界に誇る生産背景とこれまで築き上げてきた高度な生産技術を持
つ県ですが、さらに食品という分野で世界に向けて発信する絶好の
時を迎えるのです。
この色差分解についての理解度チェックを加味した【独り言】を
書いて終わります。応用量子色力学分野の色差分解技術を勝手な解
釈で述べておりますので文責には自信がありません。中村先生の校
正をお願いすることを付け加え筆をおきたいと思います。2022年は
すぐそこです。ゆっくり急いで進めて行きましょう。
【独り言】
“色差分解処理と呼ぶいわゆる特殊加水分解処理とは、処理チャン
バーの植物原料に合わせた加熱を１2０℃～１4０℃の範囲で行い、
植物原料に含まれる水分を蒸発させ、その水蒸気雰囲気中に一定時
間曝して植物原料の細胞壁の組織を破壊（抗酸化成分などを高分子
構造から開放）し、植物原料が自ら発した水蒸気中に開放された抗
酸化成分を取り込ませる抽出/収集方法なんだ。従来の手法の酵素に
よる長時間かけた高分子構造からの開放や亜臨界水領域の熱水を外
部から供給する方法ではないため、短時間に植物組織内成分を変質
させずに効率よく、例えば抗酸化成分を抽出／収集できることが“
色差分解処理”の大きな特徴なんだ！”

ハセッパ水について

理事 岡村俊彦

ハセッパーの歴史約20年をまとめた資料を含め、下記２点を紹介
します。
１つ目は、JAICAとASEAN協会に提出したものです。
２つ目は、殺菌などの原理が通常の薬品とは異なる、正に21世紀
型の殺菌材であることの説明を記載しました。グンゼから出してい
るハセッパー装置のパンフレットで、電気的説明をしている部分が
「人体内部で行っている細菌撃退方法」について説明しています。
これらの資料の裏付けとして、インドネシアに出張し「ハセッパー
水」がBOPテーマでインドネシアでの活動が動き出します。
先進的衛生管理・ハセッパーシステムの概要
The HACCP ‘ERⓒ which is an Advanced Sanitary Supervision
System
作成： TechnoMax LLC 岡村俊彦 20161221
世界に向けての展開：
次世代型の衛生管理資材ともいえる、ハセッパー水とその生成装
置及び周辺機器を含めたそのシステムによる、病院、食品工場、農
業畜産水産業の先端的衛生資材を世界に向けて発信する。
ハセッパー水という安心安全で安価な殺菌水の事業の立上げで新
たな雇用機会を創生することによりＢＯＰ層（年間所得が3,000 ド
ル/人以下の階層、全世界人口の約70％の約40 億人）の衛生状況の
改善と所得向上に貢献する。
又、アルコールではない殺菌機能材ということは、ハラルに関係
する産業での広い利用が可能で、2020 年には20 億人と世界の人口
の4 分の1 を占めるムスリム相手のビジネスとなることが期待され
ている。
◆ハセッパー水とは何か（開発経緯とその商品内容の説明）
○これまでの殺菌のための薬剤・薬品に取って代わることの出来る
新しい殺菌水を作る装置として2002 年㈱ソニーとテクノマックス
社の共同開発により“ハセッパー水生成装置”が誕生した。
○それは人の白血球の中で作られる殺菌成分である次亜塩素酸を生
成するための装置である。
○その殺菌水は人や動物の血液中（白血球）で作られている成分の
ため、人や動物にとっては全く安全安心で、さらに環境を壊すこ
とが無い、日本生まれの21 世紀型の衛生管理資材である。
○最大の特長は、その生成コストと装置のメンテナンスコストが極

小であることで、廃棄物のリユースレベルである次亜塩素酸ソーダ
と希塩酸を材料に水との希釈混合方式で生成されるためである。
○同様品は電気分解方法でも生成できるが、分解消耗する高額な電極
と大量の電力を使うため、電力事情や消耗部品の入手困難さなど、
ランニングコストとメンテナンスの難題を抱える。
○日本での10 数年における生成装置の導入状況は、このハセッパーシ
ステムを理解できる高い衛生管理レベルの会社や薬品会社や農協や
医師会などの既存組織に縛られていない組織や病院、団体に限られ
ている。一例としてコープこうべの食品加工ベンダーや雪印メグミ
ルクの全国工場、宮崎・都城の大手病院、千葉県の食肉公社など、
その他数百社があり､これらの導入先での実績と評価は極めて高い。
○日本で当該ビジネスがなかなか普及しない理由として、メーカも販
売店も、薬剤においては現状価格と薬価や制度(販売店制度など)で
事足りている。先進国日本(高額な既存薬剤で経済が動いている)で
の本事業での新規参入は極めて困難である。特にこの殺菌水が最も
有効と考えられる医療や農業畜産分野への参入はさらに薬漬けの環
境で参入ハードルが高いのが日本である。
◆ＢＯＰなど途上国への支援ビジネスとして考える理由
○現在世界で使用される殺菌の薬剤は目的や用途ごとに分かれている
ため現場では多くの殺菌剤を用意しておく必要がある。そのための
経費はもちろん、使用者の知識も必要になり、煩雑でミスを起こす
要因にもなっている。ハセッパー水は抗菌スペクトラムの広さと人
や動物に対する選択毒性係数の低さの点から、殺菌にはハセッパー
水で一本化できる大きな特徴を持っている。
○日本で生まれた人や動物､環境にとって安全･安心で、そして極めて
低コストのハセッパー水の利用や生成装置の普及市場としては､世界
人口の7 割を占めるＢＯＰ層にあり、そこでの貢献が生かされる防
疫･衛生管理資材である。(BOP層･途上国の支援ﾋﾞｼﾞﾈｽとしても最適商材)
洗浄機／ハセッパー®(高精度次亜塩素酸水)生成装置
ハセッパー®(高精度次亜塩素酸水)生成装置とは、あらゆる除菌方法
の中で、人体内部で行っている細菌撃退方法は、非常に万能でかつ安
全な除菌方法です。人体の除菌システムは、健康を害するなどして人
体の機能自体を損なわない限り、耐性菌を含めどんな菌に対しても、
即座にこれを撃退しますが人体そのものを害することは有り得ません
。人体の除菌システムのメイン機能は、好中球で行っており､好中球は
細菌が侵入すると活発に酸素代謝を行い、活性酸素を作り出します。

この活性酸素を元に過酸化水素(H2O2)を合成し、更に酸素の動きを
受けて次亜塩素酸(HＣℓO)を作り、この次亜塩素酸で菌の膜を攻撃し死
滅させています。ハセッパー®生成装置はこの仕組みに着目した、次亜
塩素酸(HＣℓO)を大量に含む除菌水を、科学的に合成し大量に安定的に
生成できる装置です。
特長；高い除菌効果で芽胞菌にも有効
ハセッパー®(高精度次亜塩素酸水)生成装置は次亜塩素酸ソーダに酸
を添加し、ｐH値を遊離有効塩素が多く存在する弱酸性にコントロール
することで生成されます。また低分子量で電気的中性の性質を持つこ
とから、受動拡散により細胞壁と形質膜を透過するため、高濃度の除
菌成分が細胞の外部と内部の両面から酸化作用を及ぼす事で、除菌速
度及び除菌効果は次亜塩素酸ソーダと比べ著しく大きくなります。ハ
セッパー®生成装置は除菌成分を多く含むため、低濃度でも大きな除菌
効果が得られ、ランニングコスト及び塩素臭の低下にも貢献します。
環境に優しく無害
ハセッパー®生成装置が除菌する際には、菌や有機物と接触して水に
戻るため食品に付着、残留する事が殆ど無く、多少残留することがあ
っても次亜塩素酸ソーダのように粘着しないので簡単な水洗いで落と
すことが出来ます。
排水時にハセッパー®生成装置が残留していても、排水溝の有機物と
反応して水に戻るため、浄化槽の有用微生物にダメージを与えること
はありません。
実用例
人に優しいハセッパー®生成装置は様々な除菌用途で活躍しています。
ラインナップ；使用量に合わせて様々なラインナップを準備しており、
ご紹介機種以外に周辺機器も多数取り揃えております。ご相談下さい。
型式 薬液タンク量(ℓ) ハセッパー®生成量(ℓ/H)
MH-200シリーズ なし 200
型式 薬液タンク量(ℓ) ハセッパー®生成量(ℓ/H)
CH-400シリーズ 5 400
PP-600シリーズ 25 600
PP-1200シリーズ 50 1200
PP-2400シリーズ 50 2400
PP-3600シリーズ 100 3600
PP-7200シリーズ 100 7200
PP-14000シリーズ 御相談 14000

島田レポート ２０
飯田市の水道水は『世界No１の不純物質を含ま
ない“きれいな水”』これ本当のはなしです。
全国の市レベルにおける公共上水道の水質検査
結果(各市HPより)を基に「軟水」を示す水道水の
上位ランク(各県内Ｎo１水質)を表に示しました。
飯田市の砂払浄水場の水道水は、硬度が6㎎/ℓ(5.6を切上)という「
超軟水」。そして『日本でＮo１の軟水』になります。なお“超”軟水
などという専門用語は存在しません。私の造語です。
そもそもその「硬度(こうど)」の説明を先にしておきましょう。
硬度とは、水に溶けているカルシウムとマグネシウムの量を数値化
して表したもので、ＷＨＯ(世界保健機構)では、硬度60以下が「軟水
」。60～120未満が「中程度の硬水」。120～180未満が「硬水」。180
以上が「非常な硬水」と分類されています(単位：㎎/ℓ)。単純にはミ
ネラル分の量と考えればよいでしょう。
一般に「軟水」は口当たりが軽く、「硬水」はしっかりした飲みご
たえを感じると言われています。
また、表に示した佐久市の水道水のように「非常な硬水(硬度が180
㎎/ℓ以上)」のお風呂に普段入っている方は、飯田市の水道水のような
低硬度(硬度が10㎎/ℓ以下)の「超軟水」のお風呂に入ると違いが分か
ります。「肌当たりがやわらかい」「妙にしっとり、すべすべする」
「あっ！違う！」という感覚を得ます。もちろんその感覚に個人差は
ありますが。
世界的に日本以外のほぼ全ての諸国の水道水は「中程度の硬水」か
ら「非常な硬水」に該当します。一部の国には「軟水」もありますが
、硬度が10㎎/ℓ以下などという水道水はありません。
ですから必然的に『日本でＮo１の軟水』の砂払浄水場の水道水は、
『世界Ｎo１の軟水』ということになるのです。さらに次項で詳しく述
べますが砂払浄水場の水道水の電気伝導率は20μs/㎝という低伝導率
の水です。
電気伝導率とは、水中での電流の流れ易さを示す指標で、一般に不
純物質を多く含む水(汚れている水)は、電流が流れ易く電気伝導率は
大きくなります。
砂払浄水場の水道水が低伝導率の水だということは、不純物質を含
まない非常に“きれいな水”であることを示しています。

ですから、砂
払浄水場の水
道水は『世界
Ｎo１の軟水
』であり『世
界Ｎo１の不
純物質を含ま
ない“きれい
な水”』だと
いうことにな
るのです。こ
れはあくまで
水道の“水”
としてですが
。しかもその
“水”を「市
役所庁舎内の
水道の蛇口か
ら出る水」と
いう条件を設
定した場合に
は、他市の追
随はまず無理
でしょう。飯
田市の場合は正に「市役所庁舎内の水道の蛇口から出る“水”」その
ものなのです。
砂払浄水場の水源は、阿智川上流の黒川で大平宿より1㎞程奥に取水
施設はあります。昭和3年から飯田の水瓶として市民を潤してきた水源
です。そこから延長約14㎞に及ぶ導水管によって砂払浄水場まで運ば
れ、「緩速ろ過」という方式により、ゆっくり、ゆったりと浄水され
ています。表に示すように飯田市の他の浄水場は、「野底浄水場：8」
「妙琴浄水場：10」「沢城浄水場：11」といずれも低硬度の軟水を示
します。また近隣町村の松川町、高森町、下条村も低硬度の軟水の水
道水です。天竜川の西側(竜西)の中央アルプス山麓は『世界Ｎo１の不
純物質を含まない“きれいな水”』の水源地帯なのです。

ただ天竜川の東側(竜東)の伊那山脈･南アルプス山麓は、やや硬度が
高い水の水源地帯になります。これは地質的な要因によるものです。
ちなみに南アルプスは太古(白亜紀)の海底で生成された堆積岩から
成る山脈です。そこにはカルシウムを多く含む石灰岩やマグネシウム
を多く含む蛇紋岩が存在します。
ですから南アルプス起源の地層から形成された天竜川の東側(竜東)
一帯は､どうしてもやや硬度が高い(中程度の硬水)水道水になります。
それが喬木村や豊丘村の水道水の硬度数値に表れています。
それに対して中央アルプスは、地質的には領家帯花崗岩と言われる
深成岩で形成された山脈です。カルシウムやマグネシウムを多く含む
堆積岩ではありません。
その上、中央アルプスは急峻な地形ですから降雨水が瞬時に流れ下
ります。そのため不純物を含むことが少ない、とも考えられます。で
すが中央アルプスの領家帯花崗岩そのものが、不純物を含まない､ある
いは溶出しにくい稀にみる地質なのだと私には思えるのです。
その花崗岩体から流れ出る“水”だからこそ『世界Ｎo１の軟水』『
世界Ｎo１の不純物質を含まない“きれいな水”』になると私は考えて
おります。
もちろん永年にわたり水道施設を守られてきた関係者の皆さんのご
努力の“たまもの”であることは間違いありませんが。いずれにして
も飯田市の水道水は『世界に誇れる貴重な財産』です。
飯田市の水道水は『世界Ｎo１の“薬水)”』
これ本当のはなしです。
ところで『世界Ｎo１の不純物質を含まない“きれいな水”』の飯田
市の水道水は、はたして“おいしい(美味しい)水”なのでしょうか。
私はこの超軟水の水道水を素直に“おいしい”と感じています。た
だし、“おいしい”という評価は難しいですね。その評価には個人差
や“このみ”があるからです。
そこで私はあえて“おいしい水”にこだわり、それを評価する簡易
な手法を編み出しました。全国名水百選(昭和)の100地点の水質データ
を活用したのです。 この評価手法は私が独自に提唱するもので、広
く認知されたものではありません。ですがこれは“なかなかイケテル
”という感触を得ております。
全国名水百選(昭和)とは、“自然な水”を前提とし、“きれいで良
質な水”であること、地域住民等による保全活動が行われていること
などの条件から選定されているようです。

ならば選定された名水は、どれも古来より誰もが飲んで“おいしい
”と感じられてきた“水”であるはずだ、と私は考えたのです。飯田
市ならば「猿庫(さるくら)の泉」ですね。もちろん“おいしい”とい
う感覚に個人差があり“このみ”の違いはあります。しかし現実とし
て“おいしい”と感じられないような水ならば、地域の皆さんがわざ
わざ保全活動などしないでしょう。
その“おいしい”という“感覚”を全国名水百選(昭和)の100地点の
水質データの「硬度」と「電気伝導率(EC)」の相関関係から導き出し
たのがグラフに示す相関関係線形(近似直線)です。
“おいしく自然な水”と感じる範囲は、相関関係線形(近似直線)±15
程度が概ね妥当な範囲であろうと判断しております。
「硬度」と「電気伝導率(EC)」の説明を再度します。
硬度とは､水に溶けているカルシウムとマグネシウムの量を数値化し
て表したもので､単純にはミネラル分の量だと考えればよいでしょう。
電気伝導率とは、水中での電流の流れ易さを示す指標で、一般に不
純物質を多く含む水(汚れている水)は、電流が流れ易く電気伝導率は
大きくなります。
カルシウムとマグネシウムは、水に溶けると電流が流れ易くなりま
す。必然的にカルシウムとマグネシウムが多く水に溶けていると電気
伝導率は大きくなります。つまり「硬度」と「電気伝導率」には相関
関係があるのです。
グラフの相関関係線形が左下端に行くほど「硬度」も「電気伝導率
」も小さくなります。つまり左下端の水ほど不純物質を含まない“き
れいな水”だと言えるのです。EC値が20μs/㎝という低伝導率の砂払
浄水場の水道水は、とにかく“きれいな水”です。そして“おいしく
自然な水”の範囲に入りますから、間違いなく“おいしい水”と評価
して良いでしょう。
なお全国名水百選(昭和)は、「軟水(硬度が60㎎/ℓ以下)」に該当す
る水が多いようです。これは一般に日本人は「軟水を“おいしい”と
感ずる」あるいは「軟水を好む」ということを示しているように思え
ます。
さてグラフに示すように飯田市の水道水(砂払浄水場)はすごいです
ね。「①猿倉の泉」の水よりさらに“きれいな水”なのです。
松川町や高森町の水道水も“きれいな水”です。
もちろん両町の水道水も“おいしい水”と評価できます。
近頃、ご家庭の水道に高価な浄水器(何とかイオン水とか何とか電解

水とか)を取り付ける方もおられますが、超軟水の水道水には全く必
要ありませんね。
ただ夏場などに塩素臭(カルキ臭)やかび臭が気になるようでした
ら、蛇口に直接取り付ける安価な浄水器具(活性炭など)だけで充分
に“おいしく”なります。
一般に軟水の特性は、昆布やカツオ節のダシをとる際にグルタミ
ン酸等のうま味成分を引き出すことから日本料理に適していると言
われます。
また、炊飯も、軟水の方が美味しく炊き上がり、反対に硬水では
ご飯がパサパサになるようです。

もしかするとリニア完成後の伊那谷は、東京に近いという位置的価値
もあり、超軟水の特性を活かした日本料理のメッカ的な場所になるかも
しれません。
硬水の方は、肉の臭みを抑えたりアク汁を取り易くするので、洋風ダ
シをとったり、肉を使った煮物や鍋物に適しているようです。またスポ
ーツ後のミネラル補給や、妊産婦のカルシウム補給、便秘解消やダイエ
ットにも役立つとされます。
ただミネラル補給は、わざわざ水から補給することもないでしょう。
直接食べものから取れば済む話です。便秘解消というのは、硬水の主成
分のマグネシウムに下剤効果があるからです。
日本茶や紅茶は、軟水ならばタンニンが溶け易くなりますから苦味が
強くなります。逆に硬水ならばタンニンがカルシウムと結合するため苦
味は抑えられます。コーヒーも同じですね。苦味が好きな人は軟水、苦
味を好まない人は硬水ということ。
さて飯田市の水道水(砂払浄水場)のような超軟水は、さらに別の重要
な効果が秘められています。それが“薬水(くすりみず)”なのです。
一般に軟水は、生薬(漢方薬など)の成分が溶け易く、さらに溶けた成
分が体内で吸収され易くなるとも言われます。となると飯田市の水道水
は単なる軟水ではなく世界Ｎo１の“超軟水”ですから、病気治療に最
も適した『世界Ｎo１の“薬水(くすりみず)”』だと私は声高に断言し
ます。
なお硬水で薬を飲むとミネラルと結合して性質を変化させてしまうと
いう指摘もあります。
飯田市の水道水(砂払浄水場)は『日本でＮo１の軟水』で『世界Ｎo１
の軟水』。さらに『世界Ｎo１の不純物質を含まない“きれいな水”』
にバージョンアップし、それがついに『世界Ｎo１の“薬水”』という
段階にまで到達してしまいました。だからこそ強調します。『世界に誇
れる貴重な財産』なのだと。
日本社会は迫る高齢化の課題山積。だけど伊那谷は中央アルプスから
流れる貴重な『世界Ｎo１の“薬水”』に救われるかもしれませんね。
未来へ

