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「血」が「地」のエネルギーによって育まれる野菜や穀物から作られると、母なる大地の 

「地」のエネルギーによってできた「血」は生命力を帯び、その血が体内を流れることで、 

よいエネルギーが満ちる (ミチル) 。 

その血液には「治癒 (チユ)」の力 (チカラ) が宿る。 

ヒーリングの作用をもたらす。 

よい血液、質の良い血液は、あらゆる面で健やかに生きる上で、大切な要素だと考えられます。 

血液とは、ものの中に存在している根源的なものを表している ＝ 生命力

4. 血液型と食のアイデア

血液と命

見えない世界からの食、そこでは主に食品の性質について眺めてきました。 

私たちを構成するものが肉体、成長する力 (エーテル体)、感情体 (アストラル体)、魂 (自我) と 

考えた時に、血液に関しては、血液が関係する「自我」と私たちが与えられた個性的な「命」 

について、考えることになります。

血 (チ) 

乳 (チチ) 

地 (チ)

言霊 … 肉体に由来する力、命のチカラ 

             見えない力、霊力のチカラ 

血液が変化してできたもの、命の食べ物 

言霊 … 母性を象徴すると言われる 

             母なる大地 (ダイチ)、大地母神
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これまでの章でも、たびたび血液の重要性を話してきました。 

それは血液こそが「自我」に由来するからです。「自我」つまり、一人一人違うこの世に 

生まれてきた命の個性、それが血液と関係すると考えます。 

ですから、血液の質を良くすることは、自分らしく生きる上で大切なことだと言えるでしょう。 

 血液の質を良くする - 自分らしく生きる 

・血液の質を良くすることに大切なことの中には、糖分の摂り方がありました。 

    血液にすぐに取り込まれるような単糖類でなく、多糖類など自らの力を使って、でんぷん質を 

    糖に変化させることで生命の力を強くすることは、意志の力を育む助けになると共に、 

    そのようにしてゆっくりと体内で糖に変化させて吸収される糖は、血液の質を強くします。 

・そしてもう一つ、血液型に合った食事をすること。この世に肉体を持っている私たちは、 

    物質として変えがたいパターンを持っています。それが血液型です。 

    血液の質は変えることができますが、血液型は変えることができません。 

    そこで変えることのできない血液の型によって、それぞれどのような性質があるのかを知る 

    ことは、自分の中の変えられない物質としての肉体のパターンを知ることになります。 

見えない世界のエネルギーと、変えることのできない肉体の型である血液。全身にくまなく行き 

渡る血液は健康のあらゆる部分に関わるものです。また、自分の持っているものに沿う暮らし、 

食生活というのは無理なく生命力を引き出してくれます。それは気質と同じように、あるものに 

フォーカスする、ということです。

生命力としての血

健やかな血液・命 
心身共に自分らしく生きるための鍵

肉体に由来する 
ものとしての血 

 
・血液型

・見えない 
　エネルギー 
・血液の質

血液と自我

図 9 健やかな血液と命



第 5 章  4. 血液型と食のアイデア

 

326

血液型を決定する遺伝子には A、B、O という基本的な 3 つの遺伝子があります。 

一般的に、血液型抗原は単に物理的な意味しかないとすることが多いのですが、 

医学的研究の中で、遺伝子の連鎖と呼ばれる血液型抗原の持つ遺伝子が、それと関係のない 

近くにある遺伝子と関係、影響することがわかっています。 

つまり、血液型という一つが体全体の健康にどのような影響を及ぼしているのかを、医学的に 

研究したのが血液型メソッドです。 

血液型抗原は、その違いによって脳の機能への影響や神経科学作用、消化機能など、身体への 

影響が異なるので、血液型によって、それぞれにかかりやすい病気や弱りやすい器官、性格の 

傾向、ライフスタイルの傾向なども変わってくると言われています。 

ここではアメリカの自然療法学の医師であるピーター・J・ダダモ博士が提唱する血液型 

ダイエットから、血液型による基本的な傾向をご紹介します。 

詳しくは英語のサイトがありますので、そちらをご参照ください。 

https://www.dadamo.com

血液型がもたらすもの

https://www.dadamo.com
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・血液型によって消化機能の強さ、神経伝達物質、ホルモンなどの分泌に違いがある 

・血液型抗原によって、食品に含まれるレクチンの作用が異なる 

・血液型抗原に合わない食品は血液を凝固させ、消化、代謝、免疫などに影響する

血液型と食物

何故、血液型によって、すすめられる食材とそうでないものがあるのかというと、血液型に 

よって消化機能の強さや、神経伝達物質の分泌などに違いがあること、また食べ物に含まれる 

タンパク質の一種であるレクチンの作用が、血液型の抗原によって違う影響があり、血液型に 

合わないものだと血液は凝固などの反応をし、消化、代謝、免疫などに影響を与えるからだと 

言われています。 

消化器官 (唾液、胃液、胆汁、小腸、大腸壁など) にはたくさんの血液型抗原が存在し、体内に 

食べ物が入ってから消化吸収されるまでの全ての過程で、重要な役割を担っています。 

ですから、血液型抗原に合わない食べ物を摂取した場合、アレルギーの発症、炎症を活性化 

させたり、消化不良、代謝が悪くなり、肥満になったり、または栄養摂取できずに痩せ過ぎて 

しまうことなどがあります。 

血液型によって、症状の出方にも特徴があります。 

血液型には、詳しくは分泌型と非分泌型という 2 種類があり、分泌型は体液の中に血液型抗原を 

分泌させているタイプ。非分泌型は血液以外には分泌していないということです。 

分泌型の方が、血液型抗原をより多く肉体に送り込むことができるので、その血液型の与える 

影響が非分泌型よりも強くなるという傾向があります。 

ですから、それにより微妙に作用する食材が違ってきます。分泌、非分泌系を調べるには、 

特別な検査をしなければなりません。 

ご興味がある方は、ダダモ博士のサイトから申し込みができます。 

この講座では、どちらの型にも共通する効果のある食材の一部を紹介いたします。 

さらに詳しく知りたい方は、日本語訳の本を購入するか、ダダモ博士のサイトをご参照ください。
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O 型には脂肪を代謝させるのにタンパク質が不可欠。タンパク質には動物性赤身の肉が 

一番よいようです。乳製品は炎症を起こし、疲れやすくし、穀物とでんぷんが最も消化に悪く、 

炎症を強め、様々なアレルギーや症状の原因となると言われています。

有益

肉類 牛、仔牛、ラム など

魚介類 たら、ヒラメ、ぶり など

果物
バナナ、さくらんぼ、マンゴー、ブルーベリー、パイナップル、 

いちじく など

野菜
玉ねぎ、ほうれん草、しょうが、ブロッコリー、かぼちゃ、かぶ、 

さつまいも、ニンニク など

豆・ナッツ類 くるみ、小豆 など

穀物
特に有益ではないが、米、キヌア、アマランス、きびなどは 

穀物でも栄養補給に食べても害がない

乳製品・卵類
基本避けた方がよい。卵とバターなどは有益ではないが、 

栄養補給に食べても害がない

避けるもの

肉類 ベーコン、ハム、豚 など

魚介類 あわび、たこ、いか など

果物 ココナッツ、キウイ、オレンジ、みかん、メロン など

野菜 じゃがいも、椎茸、カリフラワー、きゅうり など

豆・ナッツ類
栗、カシューナッツ、けしの実、ひまわりの種、ピーナッツ、 

レンズ豆 など

穀物 小麦粉、とうもろこし、グルテン製品 など

乳製品・卵類 チーズ類全般、ヨーグルト、牛乳 など

O 型
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A 型は動物性タンパクの消化力が他よりも低い (消化酵素が少ない) ので、植物性タンパクと 

魚からの摂取が適していると言われる。また乳製品は粘液を増加させるので注意が必要で、 

穀物では全粒小麦製品は炎症を悪化させ、脂肪を増やす可能性があると言われています 

(レクチンの影響)。

A 型

有益

肉類
基本的に避けた方がよいが、鳥、七面鳥などは栄養補給に 

食べてもよい

魚介類 さば、さけ、いわし など

果物
いちじく、パイナップル、レモン、さくらんぼ、グレープ 

フルーツ、プルーン など

野菜
ブロッコリー、しょうが、かぼちゃ、にんじん、セロリ、 

ほうれん草、かぶ、おくら、玉ねぎ など

豆・ナッツ類
みそ、レンズ豆、小豆、大豆、空豆、テンペ、豆腐、くるみ、 

かぼちゃの種、ピーナッツ など

穀物 米、そば、オート麦、アマランス、餅

乳製品・卵類
基本避けた方がよいが、卵、フェタ、モッツァレラ、ヨーグルト 

などは栄養補給に食べてもよい

避けるもの

肉類 ベーコン、ハム、牛、豚、鹿 など

魚介類 カニ、えび、いか、はまぐり、うなぎ、シタビラメ など

果物 オレンジ、ハネデューメロン、パパイヤ など

野菜 じゃがいも、キャベツ、山芋、白菜 など

豆・ナッツ類 ひよこ豆、ピスタチオ、カシューナッツ、ブラジルナッツ など

穀物 小麦のふすま、全粒小麦製品 など
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B 型にとって大切な栄養素は、主に魚介と乳製品から摂取するのが良いようです。魚は神経、 

組織の成長を助け、乳製品で筋肉や内臓組織を作り、代謝を活発にすることができると言われて 

います。A 型、O 型の中間のような消化能力で、動物性タンパクと炭水化物を効率的に消化 

できますが、B 型に特に害 (体重増加、むくみ、低血糖など) を及ぼすレクチンが含まれる、 

とうもろこし、ごま、鶏肉、ピーナツ、トマト、レンズ豆は避けた方がよいとしています。

B 型

有益

肉類 ラム、マトン、ヤギ、鹿 など

魚介類 いわし、さば、たら、さけ、シタビラメ など

果物 スイカ、プラム、パイナップル、ぶどう、バナナ など

野菜
にんじん、しょうが、ブロッコリー、さつまいも、椎茸、ビーツ、 

カリフラワー、白菜、ピーマン、ナス など

豆・ナッツ類 キドニービーンズ、白インゲン豆、くるみ など

穀物 米、オート麦、スペルト小麦 など

乳製品・卵類 モッツァレラ、リコッタ、パニール、ヨーグルトなど

避けるもの

肉類 鳥、鴨、ベーコン、ハム、豚 など

魚介類 アンチョビ、はまぐり、えび、カニ、うなぎ、たこ など

果物 柿、アボカド、ザクロ、ゴーヤ、ココナッツ など

野菜 かいわれ大根、オリーブ など

豆・ナッツ類
小豆、ひよこ豆、レンズ豆、豆腐、テンペ、みそ、ごま、 

ピーナッツ、ひまわりの種、カシューナッツ など

穀物 とうもろこし、そば、ライ麦、全粒小麦製品 など

乳製品・卵類 ブルーチーズ、うずらの卵 など
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AB 型は A 型と B 型の避けるべき食品は、同じように避けた方が良いと言われています。 

肉類は赤身の肉は少量なら摂取しても大丈夫ですが、主なタンパク質は大豆製品と魚から 

摂取することが消化に望ましいでしょう。 

食事には発酵乳製品を適量加え、それ以外の乳製品は避けることがよいと言われています。

AB 型

有益

肉類 七面鳥 など

魚介類 さば、さけ、いわし、まぐろ、キンメダイ、たら など

果物
さくらんぼ、グレープフルーツ、いちじく、キウイ、ぶどう、 

パイナップル、プラム、スイカ など

野菜
ブロッコリー、さつまいも、ニンニク、カリフラワー、きゅうり、 

まいたけ、ビーツ、ナス、山芋 など

豆・ナッツ類
みそ、テンペ、レンズ豆、大豆、豆腐、くるみ、ピーナッツ、 

栗 など

穀物 白米、玄米、オート麦、アマランス、餅、スペルト小麦 など

乳製品・卵類
卵白、モッツァレラ、リコッタ、フェタ、サワークリーム、 

ケフィル、ヨーグルト など

避けるもの

肉類 ベーコン、ハム、豚、鳥 など

魚介類 うなぎ、ぶり、たこ、はまぐり、牡蠣、カニ、アンチョビ など

果物 バナナ、アボカド、柿、ザクロ、マンゴー、ココナッツ など

野菜 ピーマン、ラディッシュ、椎茸、ピクルス など

豆・ナッツ類
ひよこ豆、黒インゲン豆、もやし、小豆、ごま、かぼちゃの種、 

ひまわりの種 など

穀物 とうもろこし、そば、ライ麦、全粒小麦製品 など

乳製品・卵類
ブリーチーズ、パルメザンチーズ、いくら、アイスクリーム、 

バター など
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  O 型 

肉類、魚介類、果物、野菜などを中心とした高タンパク質の食事が、最も身体に適している。 

穀物、豆類、乳製品は避けた方がよい。 

  A 型 

大豆製品、豆類、穀物、野菜、果物等を主に摂る穀物菜食中心の食事が、最も身体に適して 

いる。魚介類を時々食べて、タンパク質を補うとよい。 

  B 型 

うさぎ、鹿などの鳥獣類やラム、マトン等の家畜の肉が最も身体に合っているが、鶏肉だけは 

避けた方がよい。また B 型は様々な乳製品を摂ることができるが、穀物や豆類には 

身体に適さない物も多い。野菜、果物は豊富に摂ることができ、4 つのタイプの中で B 型は 

最もバラエティに富んだ食事が可能とされる。 

  AB 型 

A 型と B 型の特徴を複雑に合わせた体質になっているため、Ａ 型と Ｂ 型が避けるべき食品は 

避けること。A 型と B 型の身体に合うものは、ほとんどの場合 AB 型の身体にも合うので、 

野菜を中心として、肉類と魚、乳製品を少し取り入れて食べるのがよい。 

アルコールやカフェインは避ける (アドレナリンとノルアドレナリンの分泌がもともと多い 

ので)。

 

血液型別ダイエットのまとめ
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O 型の子供の生活のヒント  興奮と中毒に注意 

〈 アドレナリンとノルアドレナリン (交感神経が活発になる) の分泌がもともと多い傾向 〉 

・子供の頃から怒りのコントロール方法を学ぶと役に立つ 

・成功したり、成し遂げた時に褒めることを必要とする 

・身体を動かす時間を持つ習慣を付ける 

・免疫機能が過剰に反応しやすい傾向なので、予防接種には気を付ける 

Ａ 型の子供の生活のヒント  ストレスに注意 

〈 ストレスホルモン、コルチゾール値がもともと高い傾向 〉 

・テレビを避け、恐怖や危険のあるイメージに注意する (コルチゾールが増加するので) 

    読書、芸術、音楽などがすすめられる 

・睡眠時間とリズムを大切にする 

・食べる回数を増やし、1 回の量を少なくすると消化に負担がかからない 

・自然の中、リラックス、安心できる場所や時間を過ごすことを日課にする 

Ｂ 型の子供の生活のヒント  精神のバランスに注意 

・規則や周りに順応するのが苦手なので、なるべく柔軟にできるようにする。束縛しない 

・人工甘味料などは ADD (注意欠陥障害) の引き金になりやすいので、注意する 

・運動とメディテーションの組み合わさったような運動が適している 

・創造的でイマジネーションを使えるような遊びが向いている 

AB 型の子供の生活のヒント  免疫に注意 

・子供の行動を制限しないように、なるべく自由にさせ、競争を避ける 

・免疫系が弱い傾向にあるので、外で遊ぶ時間を十分に作る (NK 細胞を活性化させる) 

・感情を内に秘める傾向に気を付ける 

・食事は時間や量、寝る時間など、なるべく柔軟にする 

血液型と生活のヒント
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WORK 17  今回の章を学んでの成果を書き出してみましょう

この章を学んで気が付いた点、自分の心に響いたところを書き記しましょう。 
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WORK 18  今回の章を学んで …

① 自分のお子さんにはどんな食が適している思いますか？ 

     具体的に取り入れられるとよさそうなものを書き出してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

② 実際のお子さんの好みはどうでしょう？理論と異なる点、合致している点はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

③ お子さんの気質で注意してあげたいところ、暮らしに取り入れたい具体例などあれば 

     書き出しましょう。


