
ビタミンＢ１２ と ヴィーガン食 
Martin  Hope（訳：横井 純） 

 

ヴィーガン（Ｖｅｇａｎ）食は、未精白の穀類、豆類、季節の野菜

（海草も含め）、フルーツ、ナッツ、必須オメガ油類を豊富に含むよう

にして、日光を浴びまた何か運動を行えば、これらの組合せにより身

体が必要としている十分なビタミンとミネラルを提供してくれます。 

しかし、ビタミンＢ群にはビタミンＢ１２と呼ばれるものがあり、こ

れは栄養学的に重大な問題となりうるビタミンです。しかし、身体の

必要性を満たすだけのＢ１２がヴィーガン食に含まれていれば、必ずし

も大きな問題ではありません。当然のことですが、身体がＢ１２を吸収

する仕組みや、その摂取源や、健康維持に必要なＢ１２の摂取量に関し

て、専門家の間で統一した見解があるわけではありません。これから

説明することは、私が知る限りでＢ１２に関して最も一般的な意見を集

約したものです。すべての参考文献はこのニュースレターの最後に注

記してありますが、私がこの記事に関して依拠し、また皆さんにもご

自分で読んでいただきたい情報の大部分は英国ヴィーガン協会とヴィ

ーガン・アウトリーチからのものです。 

栄養学に関する理解は固定的ではなく、常に広がっていて、現状認

識の変更を強いるものです。今日は正しいと考えられている考えが、

明日には改良されたり、一部誤っていたことが示されたり、或いは全

く誤りであることがあります。しかし、その時が来るまでは、現時点

までの研究成果を考えれば、最も理にかなった選択は、Ｂ１２の必要性

に関する現時点での大多数が合意する意見に耳を傾け、その忠告に従

うことでしょう。 

 

■ビタミンＢ１２の源 

Ｂ１２は、バクテリアと真菌という２種類の単細胞微生物によっての

み合成されるビタミンです。このビタミンを生成できる動植物はあり

ませんが、宿主にはなります。これらの単細胞微生物は、含まれる度

合いこそ様々ですが、土、空気、雨、川、湖、海、人間やその他の生

物中に存在する自然界の一部です。 

 

■ビタミンＢ１２とは何か？ 

Ｂ１２は人間の健康維持に不可欠な７つの複合ビタミンの１つです。

Ｂ１２が発見されたのはこの７つのなかでは最後となる１９４９年のこ

とで、ビタミンとしては必要摂取量が最小であることが知られていま

す。分子の中心にミネラルの一種であるコバルトを含んでいることか

ら、「コバラミン」とも一般に呼ばれています。市販の製剤では、シア

ン化物を付加した「シアノコバラミン」があります。これらは強化食

や健康補助食品のパッケージで多用される用語で、生体が利用可能な

形態のＢ１２を指すと考えて間違いありません。 

 

■ビタミンＢ１２の役割 

Ｂ１２は幾つかの生体機能に関わりますが、その主要な機能は、骨髄

で生成される赤血球などの急速に再生成される細胞や、神経線維を取

り巻く脂肪質の保護ミエリン鞘の維持に関わるものです。また、Ｂ１２

は遺伝物質（ＤＮＡ）の生成を助け、免疫、生殖機能、及び妊娠期間

にも重要な物質です。 

 

■発酵体 

先進国では２０世紀の初期から中期までは、Ｂ１２を生成する微生物

は日常食に当たり前のように含まれていて、これは工業生産食品の時

代が到来するまで変わりませんでした。こうした国では食事がとても 

 

衛生的になり（多くの場合はそうあるべきなのですが）、生鮮食品をす

べて洗ったり、食品が接触する場所を清潔にしたり、冷蔵庫を利用す

るなど料理も衛生的になりました。発酵体は、Ｂ１２が自然に食事に取

り込まれる１つの媒体となっていて（今日の基準を当てはめればとて

も清潔とは言えず、衛生関係の法律に違反するような条件での取り込

みでしたが）、Ｂ１２の自然な摂取／混入が起こっていました。 

最近では、ほとんどの食品製造業者は、ステンレスバットや機械の

使用に加え、非常に厳しい衛生基準を適用していて、これらが微生物

の繁殖を意図的に抑制し、或いは殺菌しています。アメリカ及びオラ

ンダで現在製造されているテンペのＢ１２の含有量を分析したところ、

Ｂ１２は極微量または全く存在しないことが分かりました。しかし、タ

イ及びインドネシアのテンペには、活性レベルのＢ１２が含まれている

ことも示されています。欧米諸国のテンペメーカーの多くは、テンペ

をＢ１２生成微生物で自家接種して、かつてのようにＢ１２の摂取源とな

るようにしています。 

日本では、ほんの少数の味噌、醤油、漬け物が、数１００年前から

の伝統的な方法で製造されており、こうした製法では不可欠なバクテ

リアの繁殖を促進する木製大桶が未だに使われています。こうした発

酵体は生体利用可能なＢ１２の摂取源だと主張する人もいて、これは正

しいのかもしれません。しかし、ほとんどの研究結果によれば、こう

したＢ１２の含有量は無視できる程度か全く含まれておらず、当てにで

きる摂取源ではありません。 

含有量がどれほどであれ、特に伝統製法による発酵品中に他の有益

なバクテリアが存在することにより、Ｂ１２が消化路を経る時にその取

り込みを向上させることは間違いありません。繰り返しになりますが、

Ｂ１２の摂取源としてこうした製品に頼ることはできません。 

マクロビオティック・ヴィーガン食を対象としたおおかたの栄養学

的研究では、特に子供に関しては否定的な結果が出されており、オラ

ンダやアメリカで記録されているように、Ｂ１２の補充が行われなかっ

た場合は生理学的又は神経的な異常が例として報告されています。 

しかし、何事にも例外があるように、１９９５年の日本における研

究では、４人のヴィーガンではない子供と、６人のヴィーガンの子供

の全般的な健康状態が比較されたという例があります。ヴィーガンの

子供達は長年ヴィーガン食を摂ってきた母親に育てられ、母乳で育ち

ました。これらの母親は、自分や子供達の食事に補助用のＢ１２を加え

たことはないものと思われます。子供達は玄米正食（玄米と野菜食）

を食べて育ちました。この食事法は、玄米、未精白の穀物、そば、豆

類、椎茸、季節の野菜、海草（海苔、わかめ、昆布、ひじき）、醤油、

味噌を主体としていて、食品は、Ｂ１２の生成に不可欠なコバルトを自

然状態で多く含む有機食品でした。 

Ｂ１２及び鉄分を含む多くの数値が測定されましたが、２つのグルー

プの間に目立った差は見受けられませんでした。更に驚くべきことは、

この研究の対象となったヴィーガンの子供達が、元気で健康な８歳児

だったことです。これは、Ｂ１２を補給しないと神経或いは生理的発達

が阻害されることを示す他の研究結果とは全く相反するものです。 

これらヴィーガンの子供達がどのようにＢ１２を摂っていたかは幾つ

か考えられ、次の通りです。（１）海苔などの海草、（２）動物性堆肥

で発酵した土で育った植物に由来する少量のＢ１２、（３）母乳摂取時の

母親の体内蓄積からのもの。しかし、これらは他の研究では安定した

摂取源でなく、不適切であるとされています。 

これらは単なる仮定にすぎませんが、上述の全てに加え、ヴィーガ 
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ンの母親たちが、味噌、醤油、漬け物、納豆を含む伝統的な発酵食品

（機械による大量生産されたものでなく）を使っていたことが、この

謎めいた矛盾を説く鍵なのかもしれません。これらは、確かにＢ１２の

生成と消化路における吸収を向上させ、少量ですがＢ１２を含んでいて

も不思議ではないのです。 

 

■土と生の食品 

Ｂ１２がかつて食事に取り入れられていたもう１つの経路は、洗わず

或いは軽く洗っただけで土の粒子が付いた状態の有機野菜や果物から

のものでした。こうした野菜や果物は少量のＢ１２を含む微生物が付着

していたはずで、下肥（人間の屎尿）や動物性堆肥が使われた場合は

特にそうでした。人間の屎尿も動物性堆肥もかなりの量のＢ１２を含ん

でいます。 

今日では、残念ながら農業用化学物質の利用に依存する、近代的な

集約農業が当たり前となっています。これらの化学物質は酸を主体と

したもので、理想的なバクテリアと真菌類の土地を生息不能な酸性環

境に変質してしまいます。Ｂ１２を生成する微生物や他の有益な微生物

は、こうした環境では旺盛に成長し、或いは生きていくこともできま

せん。化学物質の利用は、土中の微生物に悪影響があるだけでなく、

こうした状態で育てられた食物の栄養的質や活性度も私たちの健康に

悪く作用します。また、農地に播かれる工場農園の動物から取った肥

料中には病原菌（大腸菌）、抗生物質、及び成長ホルモンが存在する可

能性が極めて高いことから、事態は更に深刻です。 

ほとんどの医療従事者は、非加熱(ローフード)ヴィーガン食を実践す

る人たちに、Ｂ１２の唯一の摂取源として有機栽培された農作物だけに

依存すべきでないと強調しています。Ｂ１２が含有されていたとしても、

その量は一定しておらず、全く存在していない場合もあるのです。 

１９５０年代後期のイランで行われた、Ｂ１２の補充を行わず作物に

下肥を使用したヴィーガンの人々を対象にした事例研究（その信頼性

は疑問視されてきましたが）では、Ｂ１２の欠乏は発見されませんでし

た。下肥の利用は発展途上国では今でも一般的で、これは、食事にお

いてＢ１２の繁殖を自然に促進する調理法と共に実践されています。こ

うした地域では、Ｂ１２は、テンペやそれ以外の発酵食品に高い割合で

含まれています。 

 

■Ｂ１２の摂取源となる食品 

Ｂ１２が最も濃縮された摂取源は動物性食品です。繰り返しになりま

すが、Ｂ１２を生成できる動物も植物もありません。生草、根、土、糞

中にはＢ１２生成微生物がしばしば存在します。動物は、こうした生草

をはんだり、根や土、更には自分の糞までが付着した牧草を引き抜い

たりするときに飲み込まれた、動物の内臓にある微生物により生成さ

れて、これら動物の筋肉や乳に入り込みます。 

当然ですが、ヴィーガンの人々は動物性食品をＢ１２の摂取源とはし

ません。ヴィーガン及び一部のベジタリアンは、Ｂ１２の良好な摂取源

としてたＢ１２の添加されたシリアル、豆乳やその他の強化飲料に依存

しています。ニュートリッショナルイースト（学名 saccharomyces 

cerevisiae）は自然な植物で、何十年にわたってヴィーガンやベジタリ

アンにとって入手し易くすぐに使えるＢ１２源となってきました。これ

はＢ１２を糖蜜や、サトウキビ基で培養し、遠心分離機を使って収集す

ることで、製造されています。全てのニュートリッショナルイースト

がＢ１２を含むわけではないので、成分リストを読むか、はっきりしな

い場合は製造者に尋ねることをお勧めします。 

 

■消化路及び肝臓中のＢ１２ 

Ｂ１２は結腸で大量に合成され、胃腸管及び唾液にも少量は存在しま

す。しかし、人間は多くの草食ほ乳類と異なり、自分の消化器系にあ

る有益なバクテリアが合成したＢ１２を十分に消化できないのです！ 

大人は体内に２～５ｍｇのＢ１２を蓄積でき、肝臓に８０％が保持さ

れます。通常は、Ｂ１２は、胆汁や他の分泌物と共に小腸に分泌され（１

日に１～１０ｍｇ）、そのうち約７０％が効果的に再吸収されます。こ

れは腸肝循環と呼ばれています。しかし、これがＢ１２の蓄積を増加す

るわけではありません。ヴィーガンや一部のベジタリアンのように、

食事にＢ１２を少量しか含まない人は、Ｂ１２を食事から摂取するよりも

再吸収により摂取する割合が多いことがあり、食事で補充しないと体

内貯蓄量が減少していきます。Ｂ１２が少ないか、或いは全くない食事

に切り替えた人が欠乏症を発症するのに２０年以上かかる場合がある

のは、再吸収によるものです。それに比べ、Ｂ１２欠乏が吸収不良によ

る場合は、発症まで数ヶ月しか要しないことがあります。 

 

■一般人口におけるヴィーガンとベジタリアンの 

Ｂ１２欠乏、消化不良、及びリスク 

Ｂ１２欠乏は重大な疾患ですが、ビタミンやミネラル欠乏は単独で起

こることはないので、問題はＢ１２の欠乏にとどまりません。Ｂ１２欠乏

の９５％はヴィーガンやベジタリアンに見られるのでなく、一般人口

に見られます。実際には、一般的な食事よりもヴィーガンやベジタリ

アンの食事スタイルの方がＢ１２欠乏にいたる割合が少ないのです。 

ビタミンＢ１２欠乏症の一番の原因は、食事にＢ１２の量が不十分だと

いうことではなく、腸がそれを吸収できないことにあります。Ｂ１２欠

乏症の最も分かりやすい徴候は、胃液から「内因子（Ｂ１２吸収を効率

的に行うムコ蛋白質酵素）」が無くなることが原因となる悪性貧血です。

内因子が失われるのは、老化により、また胃の内層が内因子を合成で

きなくなることによります。更に、胃の手術や、胃腸管に多量の寄生

生物及び微生物が存在することでも内因子が破壊されます。アルコー

ル、コーヒー、避妊薬の摂りすぎ、そして劣悪な食事や誤った食品の

組合せによっても内因子の機能を低下させます。 

通常の吸収では、内因子は胃の内部に分泌され、そこでカルシウム

の存在下でＢ１２に結合し、Ｂ１２を回腸と呼ばれる小腸管の下部に運び

ます。ここでＢ１２は血液に容易に取り込まれます。その後、Ｂ１２は、

ＴＣ１１（トランスコバラミン１１）担体蛋白によりこれを必要とし

ている細胞まで運ばれます。 

大人における最も初期の欠乏症の徴候は、脱力感、無感情、疲労、

憂鬱、及び消化不良です。その他には、四肢が青白くなったり無感覚

になったり、心臓の動悸、食欲不振、息切れ、不妊症、更に、記憶障

害、不機嫌、感情鈍麻、妄想、幻覚、暴力的振る舞い、人格変化、そ

の他の錯乱を含む精神的アンバランス状態があります。典型的な欠乏

症の症状は、Ｂ１２欠乏症によるものと確認される状態に至る以前に、

数ヶ月から一年間にわたり徐々に進行しますが、通常はＢ１２投与によ

って現状復帰可能です。ヴィーガン又はヴィーガン以外の人が示す、

完全に一貫し、疾患判定が確実にできる症状の組合せはありません。 

これらの状態が現れる程度は様々で、こうした状態が現れ、その程

度が激しいのは主にお年寄りです。Ｂ１２欠乏症が長期にわたり治療さ

れず、増悪期まで進行すると、神経や脳の保護ミエリン鞘が劣化して、

重量不感症や下肢の平衡感覚低下、皮膚刺痛、感覚及び思考鮮敏さ低

下、視覚障害、及び失禁症の原因となります。死亡直前の最終段階で

は、非可逆性の麻痺や脳損傷が起こります。上記症状のどれかが思い

当たる方は専門医にかかり、本当に欠乏状態にあるのか、それとも無

関係な病状なのかを診断してもらうべきでしょう。 

ほとんどのヴィーガンは、臨床的欠乏症には至らない程度のＢ１２は

消費しています。しかし、次の２つのグループのヴィーガンはＢ１２欠

乏症にかかる可能性が特に高いと言えます。第１は、通常の強化食品

を摂らない長期にわたるヴィーガン食実践者（非加熱/ローフードヴィ

ーガンやマクロビオティックヴィーガン――当事者は反論されるかも
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しれませんが）で、第２は、ヴィーガンの母親、更にＢ１２摂取量が低

いベジタリアンの母親からの母乳で育つ乳児です。 

通常、乳児は大人に比べ発症が早くなります。Ｂ１２欠乏症は活力及

び食欲の減退、及び発育低下の原因になりやすく、早期に是正しない

と昏睡や死亡に至ることがあります。繰り返しになりますが、症状に

一貫したパターンはありません。乳児は大人に比べ永久的な損傷を受

けやすいのが特徴です。完全に回復する乳児もいますが、発育が遅延

することもあります。 

 

■ホモシステイン結合 

Ｂ１２のもう１つの重要な役割は、身体がホモシステインを取り除く

助けとなることです。これは、アミノ酸メチオニンの時として有害な

老廃物で、多量に存在すると動脈壁の傷つきやすい内壁に損傷を与え

ることがあり、また心臓疾患の原因ともなります。ほとんどのヴィー

ガンのＢ１２蓄積量は適切で、臨床的欠乏を発症する可能性は低いとは

いえ、Ｂ１２関連酵素の活性が低いヴィーガンも見受けられます。これ

はホモシステインの増加に至るものです。ホモシステインが多少でも

増加すると、心臓病、脳卒中、妊娠合併症の可能性が増大することを

示唆する確かな証拠が過去１０年間で得られています。 

ホモシステインの量は、葉酸を筆頭とする他の栄養素によっても影

響を受けます。葉酸摂取量を増加すべきだと言われていますが、ホモ

システインを減少させ、これらの危険性を避けるのがその狙いです。

一般にヴィーガンは、特に青物野菜を充分食べている人なら、葉酸を

充分摂取しています。しかし、ホモシステイン値が高いヴィーガン、

または程度は低いながら他のベジタリアンを対象とした観察の結果、

Ｂ１２摂取量は十分であり、不要なリスクは避ける必要があることが確

証されています。 

 

■推奨されている１日当たりの摂取量 

推奨されているＢ１２摂取量は１～３マイクログラム（ｍｃｇ、μｇ）

で、国によって大きく異なります。マイクログラムとは、１グラムの

１００万分の１、すなわち１オンスの３千万分の１で、ビタミンの最

小量です。日本、アメリカが推奨する摂取量は、大人に関しては１日

当たり２．４mcg で、妊娠中の女性には２．６mcg と多くなっていま

す。これは妊娠期に起こる細胞分裂に必要で、乳飲み子の母親では２．

８mcg とさらに量が増えており、この期間では必須ビタミンです。ド

イツが推奨する摂取量は、１日当たり３mcg で、イギリスは１日当た

り２mcg です。推奨されている摂取量は通常は５０％の吸収率に基づ

いた数字で、これは、食品からの少量のＢ１２では一般的な割合です。

アメリカまたはドイツの推奨量を摂取するには、平均して１日当たり

１．５mcg が吸収されうる量のＢ１２を摂取する必要があります。 

これは、僅かなホモシステイン増加やメチルマロン酸（ＭＭＡ）増

加などの不十分なＢ１２摂取の初期症状を殆どの人が防止できる量です。

わずかでもホモシステインが増加すると、成人では心臓病、妊娠期で

は子癇前症（妊娠中毒症）、乳児では神経管欠損など数多くの健康障害

の危険性を増加させることがあります。 

 

■ビタミンＢ１２の適切な摂取量 

適量のビタミンＢ１２を摂取するのは簡単で、個人の好みに合わせて

幾つかの方法があります。Ｂ１２の吸収率は、１ｍｃｇ以下が摂取され

た場合は５０％程度で、投与量が１０００ｍｃｇ（１ｍｇ）以上であ

れば０．５％までと幅があります。ですから、Ｂ１２の摂取頻度が低下

するほど、望ましい吸収量を得るのに必要な総量が増加してしまいま

す。簡単に言うと、１回に５０ｍｃｇの補充量なら、１週間に１度摂

る必要があります。 

Ｂ１２約１ｍｃｇを数時間の間隔で１日３回摂取するようにＢ１２強

化食品を毎日利用すると、適量が満たされます。日本では強化食品の

入手が限られますから、Eden 社の豆乳や Red Star 社のＢ１２補充ニ

ュートリッショナルイーストなどの輸入製品となるでしょう。強化食

品から十分な量のＢ１２を確実に得るには、ラベルを読む必要がありま

すが、日本の食品ラベルは読みづらい場合がしばしばあります。日本

製の強化食品や補充剤でもう一つ心配なことは、これらに動物性の副

生物が含まれている可能性です。 

 

■Ｂ１２状態の検査 

血液によるＢ１２体内量測定はヴィーガンには非常に信頼性に欠ける

検査で、どのような形態にせよ藻類を摂取するヴィーガンに関しては

特にそれがいえます。藻類や他の植物性食品は、血液検査で真正Ｂ１２

に似た反応を示す一方、実はＢ１２の代謝の妨害をするＢ１２類似体（疑

似Ｂ１２）を含みます。血球算定も信頼性に欠けますが、これは葉酸を

大量に摂取すると、血球算定で検出可能なＢ１２欠乏の貧血症状を抑制

してしまうからです。血液ホモシステイン検査はより信頼性が高く、

１０ミリモル／リットル未満が望ましい値です。Ｂ１２状態測定に最も

適した検査は、メチルマロン酸（ＭＭＡ）検査です。これが血液中で

通常の範囲内（３７０ミリモル／リットル以上）か、尿中で通常の範

囲内（４ｍｇ／クレアチニン１ｍｇ未満）であれば、十分なＢ１２が身

体にあることになります。多くの医者は、血液中のＢ１２値と血球算定

を診断に使います。これらは特にヴィーガンには適切とはいえません。 

日本国内でどうやって検査を受けたらよいか分からなければ、

Norman Laboratories（ノーマン研究所）のwww.b12.comのサイ

トをご覧下さい。この研究所は非常に正確な尿中メチルマロン酸（Ｍ

ＭＡ）検査を使ってＢ１２状態を検査してくれます。依頼すれば、必要

な案内は郵送してくれます。 

 

■Ｂ１２強化食品及び補充剤に代わる 

ヴィーガン代替品はあるのか？ 

これに関する英国ヴィーガン協会の立場は次の通りです。理由はど

うであれＢ１２強化食品または補充剤を使用しない選択をした場合は、

危険な実験、すなわち多くの人がこれまでにも試みたが成功率が低い

実験を行っているという認識を持つべきです。あなたが乳児に母乳を

与えていない成人か、妊娠しておらず妊娠を望んでおらず、不適切性

が証明されていない潜在的Ｂ１２供給源を試したいなら、適切な予防策

を講じれば妥当な選択肢といえます。ただし自分の健康を守るため、

Ｂ１２の状態を毎年検査してもらうべきです。ホモシステインまたはＭ

ＭＡが少しでも上昇すれば、そのまま続けた場合は健康を損なうこと

になります。 

あなたが乳児に母乳を与えているか、妊娠しているか、妊娠を望ん

でいるか、子供にこうした実験を行おうと考えているなら、そんな危

険を犯してはいけません。端的に言って、これは正しいことではあり

ません。 

適切なＢ１２供給源であると言われたこともありますが、ヴィーガン

を直接的に調査して不適切だと証明された供給源には、ヒトの内臓バ

クテリア、スピルリナ、乾燥海苔、大麦の草部分、その他ほとんどの

海草類があります。非加熱食/ローフードヴィーガンを対象とした幾つ

かの研究では、生の食品が特に有益であることは示されていません。 

Ｂ１２が食品で測定されたという報告もありますが、その食品が適切

なＢ１２供給源となりうる程のものではありません。真正Ｂ１２を、Ｂ１２

の代謝の邪魔をする類似体から区別するのは困難です。真正Ｂ１２が食

品に含まれていたとしても、真正Ｂ１２と匹敵する量の類似体が含まれ

ていれば、その作用が無効となることもあります。ある物質がＢ１２供

給源かを判定する信頼できる方法は１つしかありません。それは、そ

れが欠乏症を一貫して防止し直すことができるかを調べることしかな
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いのです。Ｂ１２供給源として特定の食品を提唱する人は、それを証明

する証拠を示すべきでしょう。 

 

■補充剤は自然のもの？ 

非常に簡潔に言えば、おおかたの先進国では、Ｂ１２を添加した朝食

用シリアル、パン、調理包装食品などの強化食品が入手できます。ビ

タミンＡ及びＤが他のビタミンと共に、牛乳、穀物性ミルク、及び豆

乳にも添加されています。ヴィーガン食にＢ１２が少ないこと、また補

充剤が必要であることが、こうした食事法が不自然である証拠だとの

主張には次に述べる理由から根拠がありません。また、同じ理由から

多くのベジタリアンには疑わしい意見です。そうした理由とは、（１）

大多数のＢ１２補充剤はＢ１２を吸収できない人のためのものであり、

（２）近代的な調理法と工業的農業は、食事におけるＢ１２の摂取可能

量を減少させたこと、（３）上述の減少に対処するため、意図したか否

かに関わらず、食品技術者がニュートリッショナルイースト及び他の

補充剤という形式でＢ１２を製造し、収集し、それを食事に混入する方

法を発見したこと、（４）ヴィーガン主義は、感情ある動物を単なる数

字におとしめた近代食品システムの野蛮さへの、自然で人間的な応答

であり、（５）何を食べるかという選択は、しばしば環境、道徳、倫理、

及び／または宗教上の動機に基づくものであり、（６）補充剤を利用す

ることで、Ｂ１２を、地球上の他の動物がＢ１２を得る際の供給源と同じ

供給源（微生物から得ることになり、感情ある動物の痛みや苦しみが

その分だけ減ることになる。 

最後に考えただけでも恐ろしいことを一言．．．いつか微生物も感情

ある動物であると証明されてしまったら、ヴィーガンムーブメントは

一体どうなってしまうのでしょうか？  たくさん召し上がれ！ 
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www.vegsoc.org  

www.beyondveg.com   

ｗww.living-foods.com/articles/b12issue.html 

www.cc.nih.gov/ccc/supplements/vitb12.html#what  

www.yourhealthbase.com/vitamin_B12.html   

書籍: Paul Pitchford, Healing with Wholefoods   
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B12 補充剤: www.veganstore.com  

www.solgar.com/index.html  

www.freedavitamins.com         

B12 検査: www.b12.com 

 

最近、よくお客さまからビタミン B12 についてお尋ねいただきます。以前に英文のわらべだよりにて紹介のマーティンの B12 についての

記事を翻訳いたしました。ちょうどこの１月１５日にも日刊工業新聞の一面に『ビタミン B12 入りカイワレ大根量産』という記事が掲載

されてました。わらべ村へいただくお問合せでも、どうやって B12 を摂ったらいいのか？というものが多いです。昔ながらの製法で作ら

れた発酵食品（味噌、醤油、漬け物、納豆）などに加え、以下にご紹介するニュートリッショナル・イーストもお使いいただくと良いか

と思います。 

 

 
チーズマカロニ風  

ニュートリッショナルイーストを使ったチーズ風レシピは、欧米のヴィーガン達に大人気！！ そんなレシピばかりを紹介したレシピ集も数

冊出ているほど。その一冊『THE UNCHEESE COOK BOOK』からアレンジしたチーズソースをご紹介します。 マカロニを茹でている

間にササッとソースが作れます。チーズマカロニ風以外にも、チーズフォンデュ風に楽しんだり、蒸し野菜にかけたりしても美味しいです♪ 

色々アレンジしてどうぞ。 

 

《材料》 この分量でマカロニ２袋（５００ｇ）分のソースができます。 

 

マカロニ         ５００g     水        ２カップ    

ライス＆ソイブレンド   １カップ    ニュートリッショナルイースト 1/3 カップ 

レモン汁         大さじ１    タヒニ（白練ゴマ）       大さじ４ 

バジル（乾燥）      大さじ１    にんにく （みじん切り）    大さじ１強 

オリーブ油        大さじ１    本葛              大さじ４   

自然塩          小さじ２ 

 

＊ライス＆ソイブレンドではなく、豆乳、ライスドリームでも美味しくできます。 

＊ハーブはバジル以外にもタイムやオレガノ、ディルなどお好みのものでお試しください。 

＊レモン汁の変わりに粒マスタードを使っても美味しいですよ。 

 

《作り方》 
 

① たっぷりのお湯＋塩ひとつかみでマカロニをゆでておく。 

② 鍋にオリーブ油を熱し、にんにくを焦げないようにサッと炒め、弱火にかけながら、バジル、タヒニ、イーストの順に加え混ぜる。 

③ １の鍋に水を少しづつ加えながら混ぜ合わせ、次にライス＆ソイブレンド、レモン汁、塩を加え味を調え、沸騰したら水溶き葛を加

えトロミをつける。 

④ 茹で上がったマカロニにこのソースをからめて出来上がり！！ 
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ニュートリッショナル 

イ
 
ーストって？ 

モラセス糖をベースに培養された酵母で、ビタミン B1、B2、B3、B6、B12 と良質のたんぱく質を含んでいます。大さじ１杯（約１６g）に

１日に必要と考えられるビタミン B12 を十分に満たす栄養素が含まれているそうです。 
 
粉チーズのようにパスタやリゾット、グラタンにふりかけたり、（焼きごはん、焼きうどんなどの醤油味にもよく合います）、左のようなチーズ

ソース、ドレッシング作り、ガーリックオイルを塗ったトーストにふりかけても美味しいです。 

（まだ、試してはいませんが、チーズケーキ他、お菓子作りにも利用できるようなので、今度作ってみようと思っています！）  
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