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健康⾷品店の販売促進⽤の Biozoom デバイスの隣
には、それに合う栄養補助⾷品の棚があります。

ポンプガンを持つAttila Hildmann (画像:
facebook)。とりわけ、この写真は、ベルリン警察
への報告と召喚の理由でした

バイオズーム
Biozoomは、⽪膚のカロテノイドを測定するため
の装置であり、カッセルのBiozoom Services社[1]

によって開発、製造、販売されています。発明者
とマーケティング担当者の中⼼的なテーゼは、⽪
膚中のカロテノイドの濃度がヒトのいわゆる「全
体的な抗酸化状態」と相関し、測光的に決定する
ことができ、栄養と「ライフスタイル」について
の声明を可能にするという主張です. ( 「⽪膚のカ
ロテノイド濃度は、⼈の全体的な抗酸化状態と相
関しており、栄養とライフスタイルのバイオマー
カーと⾒なすことができます.」 )

現在（ 2016年）、料理本の著者であるAttila
Hildmann (https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_
Hildmann)（Veganatorとしても知られている）、
Biozoom社、 Reformhausチェーンによる、店の顧
客に無料の機会を提供するキャンペーン、いわゆ
るTriät Challengeの⼀部として使⽤されています。
主張されている抗酸化物質の供給レベルを確認し
ます。ポルシェのドライバーであるヒルトマン
は、⾃著「Vegan for Youth 」(2013 年) の中で、
現在の個⼈の健康状態を測定する⼿段としてスキ
ャナーを宣伝しています。本にはチラシが同封さ
れており、スキャナーを注⽂することができま
す。[2]彼は、スキャナーが「⼿頃な価格のバージ
ョン」として間もなく利⽤可能になると指摘して
います。[3] デバイスは測定値をサーバーに送信
し、サーバーはデータを評価して結果を測定デバ
イスに送り返します。個⼈の最終顧客向けのハン
ドヘルド デバイスも市販されており、ソフトウェ
アを介してサーバーと通信します。「QuickTest
Portable」と呼ばれるデバイスは、約 3,500 ユー
ロの価格で⼊⼿できます。「Attila Hildmann Edition」と呼ばれる 499 ユーロのハンドヘルド デバ
イスが、2015 年のクリスマスに発売される予定でした。ただし、デバイスは現在も利⽤できませ
ん。[4]

同様に⽪膚のカロテノイドを測定し、何年も市場に出回っている、⽶国のNu Skin社の同様に機能す
る装置は、装置のモデルとして役⽴った可能性があります。[5]そのような装置の有⽤性は疑わし
く、主張されている記述は科学的に有効ではなく、通常、特定の機能性⾷品および/または栄養補助
⾷品 (NEM)を購⼊するように顧客を動機付けるのに役⽴つだけです。メーカーによると、これはそ
のようなデバイスの⽬的でもあります。[6] [7]

⽶国の親会社であるBiozoom Inc.の株式の価値は、現在 (2016 年 12 ⽉) 0 ⽶ドルです。Nasdaq テク
ノロジー取引所で取引されていたこの株式の投資家は、2013 年に FBI と SEC が取引の調査を開始
した後、約 3 億ドルを失いました。数⼈のアルゼンチン市⺠が、未登録の株式を売却したことで罰
⾦を科されました。さらに、株式トレーダー側の誤解を招く情報の申し⽴てが公表されていま
す。【8位】

原文はドイツ語であるため、Google翻訳で日本語に訳しています。
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このデバイスは、⽪膚のカロテノイドを測定するように設計されており、体内の抗酸化物質の供給
に関する情報を提供します。LEDからの光を⽪膚に当て、反射光を測定します。どうやら、反射光は
直接測定されるのではなく、照射された⽪膚領域に近い⽪膚上の点からの反射です。⽪膚のカロテ
ノイドの含有量は、反射光のスペクトル分析によって決定できるはずです。光の⼀部のみが反射さ
れ、他の部分はカロテノイドによって吸収されるため、これは吸光分光 (https://de.wikipedia.org/w
iki/Reflexionsspektroskopie)測定です。

この⽬的のために、通常、特定の波⻑のみを放出し、分⼦の散乱を測定するデバイスが使⽤されま
す (ラマン分光法 (https://de.wikipedia.org/wiki/Raman-Spektroskopie))。Biozoom 諮問委員会のメ
ンバーの 1 ⼈によって共同発⾏された科学出版物では、Biozoom デバイスがそのようなラマン分光
計と⽐較され、同等であると評価されています。[9]

ベルリンのシャリテでの上記の研究を参照して、その⽅法が科学的に検証されていると主張されて
いる場合、これは単に、その装置を (この⽬的に適した測定装置と⽐較して) 特定の測定に使⽤でき
ることを意味します。最上部の⽪膚層のカロテノイドが検出できます。これは、たとえば、これらの
特別なカロテノイドの含有量が⽪膚の最上層にどれだけ⾼いかを⽰しているわけではありません。
特定のカロテノイドの⾼含有量が抗酸化物質の供給の適切な尺度であるかどうか、およびそれらを
できるだけ多く供給することがまったく意味があるかどうかという問題は別として.

カロテノイドは可視光を吸収する有⾊物質であるため、原理的に⽪膚の最上層にあるカロテノイド
しか測定できません。カロテノイドが⽪膚に沈着し、これが測定可能な⽪膚の変⾊につながること
が知られています. [10]極端な場合、⽪膚の重度の変⾊が発⽣する可能性があります。これは、⾊と
りどりの果物や野菜を⼤量に⾷べた場合でも発⽣する可能性があります. [11]特に、⼿のひら - バイオ
ズーム測定が⾏われる領域 - は、カロテノイドの取り込みが増加したために着⾊されます.

⽬次
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せいぜい、デバイスは⽪膚の最上層にある特定のカロテノイドを検出できますが、たとえば、これ
らのカロテノイドの量や密度は検出できません. 主な問題は、デバイスを各⼈に合わせて調整する必
要があることです。これは実際には⾮常に困難であり、実⾏されていません。キャリブレーション
とは、⽪膚の既知のカロテノイド レベルについて、光の減衰 (吸収) を個別に決定する必要があるこ
とを意味します。相対的な値 (1 から 10 まで、または最近では 12 までのスケール) としてのみ与えら
れた結果でさえ、ほとんど意味がありません。原則として、真⽪層のカロテノイドの密度が⾼いほ
ど、より多くの光が吸収されますが（これはカロテノイドの量の尺度です）、吸収に影響を与える
他の多くの要因があります.

被験者の⾊素沈着と肌のタイプは、測定値にすでに影響を与えているはずです。接触圧⼒、測定ポ
イント (繰り返し 100% 測定することはほとんどできません)、⾎流などの要因も値に影響します。最
も深刻な問題は、空⽩値の⽋落です。このデバイスは、光の減衰を測定し、これを使⽤して⽪膚の
カロテノイド濃度の相対的な測定値を決定することを⽬的としています。ただし、これを⾏うに
は、デバイスは、⽪膚にカロテノイドがない場合の光の減衰量 (いわゆるブランク値) を「知る」必
要があります。これは事実上不可能であるため、デバイスまたはソフトウェアは、すべての⼈に同
じであるべき均⼀な値を想定しています。それ以外の場合は信頼できる値を決定できないため、実
験装置が常にブランク値を考慮して機能するのは当然のことです。バイオズームにも適⽤される測
光 (https://de.wikipedia.org/wiki/Photometrie)法については、ウィキペディアの対応するページを
参照してください。

⽪膚のカロテノイドレベルの増加（したがって、健康の増加が主張されている）を決定するだけの
問題であったとしても、上記のエラーの原因により、これはほとんど成功しません. 数分以内に測定
を繰り返しても、値は数単位変動し、⾷事の変化 (カロテノイド含有量の変化) によって変化した値
よりも⾼くなる可能性があります。これはすべて、デバイスのユーザーからの多くの証⾔に反映さ
れています。「そんなはずない」という価値観に疑問を抱く⼈もいる（フィールドレポート (http
s://www.psiram.com/ge/index.php?title=Biozoom#Erfahrungsberichte_von_Kunden)を参照）。

ベルリンのシャリテで、バイオズーム社のアドバイザーおよびパートナーとして、独⽴した専⾨家
とは⾒なされないラーデマン教授によって実施された研究しかないことは、⼀般的に問題です。
Biozoom の従業員もこの研究に参加しています。ラーデマン教授は、表⾯上はこの分野の科学的専
⾨家として、デバイスに関するインタビューや声明にも定期的に登場しています。

D-19246 ZarrentinのReformhaus eGという会社は、健康⾷品店のいわゆる「トライアルチャレン
ジ」を宣伝しています。Rainer Plum (CEO Reformhaus eG)、Biozoom のマネージング ディレクタ
ーである Hardy Hoheisel、ビーガン シェフでベストセラー作家の Attila Hildmann、ビーガン トラ
イアド ダイエットの発明者であり、「ドイツの No. 1 ビーガン シェフ」が出席します。彼ら⾃⾝の
⾒解では、彼らは Biozoom スキャナーからの測定値を使⽤して、健康⾷品店の顧客に⾷⽣活をより
健康にし、アルコール消費量を減らし、禁煙するよう説得することに関⼼を持っています。しかし
同時に、Biozoom スキャナーを導⼊した健康⾷品店の商品が宣伝されている印象もあります。スキ
ャナーのすぐ隣にはアイテムの棚があります (上の画像を参照)。

Biozoom と Triät のチラシでは、いわゆる機能性⾷品と栄養補助⾷品が宣伝されており、それらを使
⽤することで⾃分の「抗酸化レベル」 (つまり、スキャン中に表⽰されるポイント数) を⾼めること
ができます。また、Hildmann が販売する「Attila Hildmann抹茶」の宣伝も⾏っています。お茶の製
造業者は、その⾏動について、全体が「本当にお得だった」と述べています. [12]

全体として、Triät Challenge は 2015 年の健康⾷品店の売上増加に⼤きく貢献しました。2015 年半
ばまでに、35,000 ⼈の顧客がキャンペーンに登録しました。[13]
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Attila Hildmann (中央) は、 Biozoom Services
および健康⾷品店のマネージング ディレクター
と共にTriät キャンペーンを発表します。

ビーガン Attila Hildmannは、ベルリンで 2 つのビー
ガン スナック バーを経営しています。とりわけ、彼
は⾮常に⾟いビーガン料理 (ハバネロ、スコッチ ボン
ネット チリ、スコーピオン チリ、ドゥームズデイ
1mio スコヴィル、アフリクション 9mio スコヴィル
エキスを使⽤した世界で最もホットなビーガン バー
ガー) で知られるようになりました。あるケースで
は、顧客がスパイシーなビーガン バーガーを⾷べる
ことができず、救急⾞が呼ばれました。[14]2017 年、
ベルリンのタゲスシュピーゲル紙のジャーナリスト
が⾃由にスナックバーの否定的なレビューを書いた
とき、Hildmann は再び⾒出しを飾った (⽉間売上⾼:
50 万ユーロ)。彼⼥は家から追放されただけでなく、
ヒルドマンはフェイスブックで彼⼥を侮辱した. 「う
そがたくさんあるなんて汚い記事だ」とヒルドマン
は書いた。彼はほとんど「『Tagesspiegel』の建物の
前で吐く」ことができました。「あなたに気づかな
くてよかったです。そうでなければ、ジャーナリスト
志望のあなたの顔にフライドポテトを詰め込んでいたでしょう。」[15]ヒルトマンがポンプ銃の写真
を Facebook にアップロードしたところ、ベルリン警察から通報と召喚状が届きました。[16]ヒルド
マンは後に、コロナウイルスのパンデミックに対する保護措置の右翼反対者およびホロコースト否
定論者に発展しました。逮捕される前に、彼は 2021 年になんとかトルコに逃亡しました。

インターネット上には、健康⾷品店の顧客が Biozoom の価値について話し合っているという報告が
多数あります。Biozoomでは四捨五⼊した数値を「バイタルステータス」と呼んでいます。無単位の
値は 10 (12) まで上がり、10 (12) が⽬標とする最⾼スコアです。たとえば、Attila Hildmann は 10 に
到達すると主張しています。ただし、顧客は、1 ⽇のうちに 6、7、または 8 を取得したことも報告
しており、混乱していました。「健康的に」⾷べたと主張する顧客は、「不健康に」⾷べたと⾔わ
れている知⼈がより⾼い Biozoom スコアを達成したことを知って、フォーラムで失望を表明しまし
た. [17] [18] [19]右⼿と左⼿で測定結果が違うことに驚かれるお客様もいらっしゃいました。たとえ
ば、左右で 2 点のスコア差が報告されています。[20] 

Biozoom は、値の変化に対する批判に部分的に対応し、表⽰に (商業的な) 丸め誤差があることに異
議を唱えました。また、後で測定値をより適切に⽐較できるようにするために、測定は⽚⼿、つま
り右⼿でのみ⾏う必要があります。右⼿を測定する必要がある理由は、もっともらしくされていま
せん。Biozoom の引⽤: 「左⼿と右⼿では、⽪膚内の抗酸化物質の濃度が異なる場合があります。し
たがって、指定されているように、右⼿でのみ測定してください。そうしないと、値の改善は明ら
かではありません。」

Biozoom Services GmbHは、2004 年にOpsolution GmbH (Kassel) とVodafone Ventures Limitedの
ジョイント ベンチャーとして設⽴され、ヘルス モニタリング⽤のモバイル デバイスを開発および販
売しています。[22]ときどき、マスコミは実際の Biozoom の所有者として Vodafone に⾔及します。
しかし、今⽇のbiozoom services GmbHは、後に Opsolution 社の 1 社の社名変更によって誕⽣しま
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2006 年に CeBit で発表された Vodafone の
Biozoom デバイス。それは「...検査された問題
領域の体脂肪、⽔分バランス、シトクロムオキシ
ダーゼの⽣体測定値についてより多くを明らかに
する」とPC-Weltは報告した[21]。

Hardy Hoheisel ( biozoom services GmbHのマ
ネージング ディレクター) は、⾎糖値を測定でき
るデバイスを⽰しています。ボーダフォンのデバ
イスに驚くほど似ています。

した (以下を参照)。

Hamburger Morgenpost は、「Vodafone の Biozoom
スキャナ」が、CeBIT 2006 ⾒本市への訪問者の間で
⽔不⾜の疑いを検出したと報告しました。 [23]

Vodafone は、このデバイスを携帯電話の顧客に有料
で販売したいと考えていました。このデバイスは、
現在の「バイオズーム」よりもはるかに多くの⽣理
学的パラメーターを記録できると約束されていまし
たが、同じ技術に基づいていました。⽪膚のシトク
ロム  (https://de.wikipedia.org/wiki/Cytochrome)(⾊
付きのタンパク質) を測定して、「フィットネス」に
ついて説明できる必要があります。[24]それは決して
販売されませんでした。ボーダフォンは 2009 年に合
弁事業から撤退しましたが、特定の特許と権利は保
持していました。[25]

Biozoom Incorporatedは 2013 年 6 ⽉に設⽴され、ネバダ州ラスベガスに拠点を置いています。[26]

同社は以前、Entertainment Art Inc.と呼ばれていました。（2007年創業）⾰鞄の⽣産を⼿掛けてい
たが、⽣産を⾏ったことはなかったらしい。アメリカの会社は、ドイツの 3 つのオプソリューショ
ン企業 (以下を参照) とエンターテイメント アートとの合併または株式交換を通じて作成されました.
エンターテイメント アートは、ドイツ企業の特許と権利を購⼊し、代わりに新会社の株式をドイツ
に売却しました。オプソリューション企業の所有者。合意によると、新しいアメリカの会社は、ド
イツの会社のさらなる開発作業をサポートする必要があります。カッセルはアメリカの会社の本社
として与えられ、常務取締役はbiozoom services GmbHの常務取締役と同じです。[27]

Biozoom Incorporatedの株式は、⾼価なキャンペーン (全国⽇刊紙の全⾯広告) と完全に誇張された
事前通知により、⾮常に⾼額で発⾏されました。株式の分配により、資本⾦は 3 億ドルになりまし
た。その後、アメリカの証券取引所監督機関であるSECは、株式詐欺が原因であると判断しまし
た。[28] [29] Biozoom Inc.は、このようにして損害を受けた投資家に、特別に設定された基⾦で補償  
する義務があります。[30]株はニューヨーク証券取引所で引き続き取引されていますが、現在は価値
がありません。

Opsolution GmbH 、 Opsolution Spectroscopic
Systems GmbH、Opsolution Nanophotonics GmbH
は 2001 年に設⽴されました。3 社の最初の企業とし
て設⽴されたカッセルの  Opsolution GmbH は、現
在、Biozoom ワード マークの所有者です。[31]マネー
ジング  ディレクターは  Wolfgang Köcher と  Hardy
Hoheisel です。 Opsolution Nanophotonics GmbH
は、破産⼿続の結果、2015 年に解散しました。

商業登記簿からの情報によると、  Opsolution
Spectroscopic Systems GmbHは  2013 年にbiozoom
services GmbHに名前が変更されました。[32]

株式会社バイオズーム

Opsolution GmbH

https://www.psiram.com/de/index.php/Datei:Biozoom-bei-vodafone-mit.jpg
https://www.psiram.com/de/index.php/Datei:Biozoom_Blutzucker.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Cytochrome
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組織図: 株主と (ドイツの) 企業のつながり 2016
(出典: Moneyhouse)

「交換」中の Wolfgang Köcher (現在
Opsolution GmbH のマネージング ディレクタ
ー、左)、Jürgen Lademann (Charité、中央)、
Attila Hildmann。書籍「Vegan for Youth」
（2013）より

2013 年には、Kassel の Opsolution GmbH が⽪膚を光学的に測定することで⾎糖値を測定できると
⾔われているスキン スキャナーを開発しているという報告がありました。同社は、連邦研究省から
3 年間で 280 万ユーロの資⾦提供を受けます。[33]

マネージング  ディレクター  (または最⾼経営責任
者/CEO) とおそらく Biozoom 周辺の企業の創設者/
主要株主は、ハーディホーアイゼルと Dr. ヴォルフガ
ング・ケッヒャー。Hoheisel は以前、スポーツ部⾨
で会社を設⽴していました。

博⼠ Wolfgang Köcher は以前、スターリング エンジ
ンなどを扱っていました。Köcher は、ベルリンの⽣
理 学 者 で あ る  Jürgen Lademann 、 Leonhard
Zastrow、Hasan Mukhtar とともに、Biozoom 社の科
学諮問委員会のメンバーです。 [34] Lademann は
Biozoom Inc. の株主でもある[35]

これに関連する他の企業は、Wolfgang Köcher と Hardy Hoheisel によるラスベガス (ネバダ州/⽶国)
の  Biozoom Technologies Inc.、D-60528 フランクフルトの  Cocus Technology GmbH、D-58313
Herdecke の MBR GmbH、Hoheisel と Köcher の関連会社です。全体として、参加企業の集合体は
⾮常に多様です (組織図を参照)。

DE 102005024271.5、回折格⼦分光計システム
およびデータ取得⽅法、2014 年に特許取得
DE 102006018513.7、光のスペクトル特性を⽰
す信号を処理するための⽅法および回路、特許が
取り下げられ期限切れ
DE 102006039071.7、光学フィルターおよびそ
の製造⽅法、特許付与
DE 102006039072.5、光電⼦部品、その製造⽅
法および部品を備えた分光計、特許却下
DE 102007047598.7、ナノインプリント スタ
ンプおよびマイクロメカニカルに調整可能なフィ
ルター/検出器アレイを製造するための⽅法およ
び装置
DE 112012003343.4、バイオフィードバック情
報を取得するための⽅法および装置、期限切れ
DE 112012003343.4 - WO:
PCT/DE2012/000772、バイオフィードバック
情報を取得するための⽅法および装置
DE 10 2006 003 499.6
DE 10 2006 012 681.5

関与

特許

https://www.psiram.com/de/index.php/Datei:Biozoom_Netzwerk.jpg
https://www.psiram.com/de/index.php/Datei:Biozoom_Veganforyouth.jpg
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ニュー スキンスキャナーは、バイオズーム スキ
ャナーと同様に機能し、そのモデルとして機能す
るはずでした。消費者擁護者は、そのようなデバ
イスのポイントをサプリメントの販売補助として
のみ⾒ています.

DE 10 2006 039 073.3
DE 10 2006 062 826.8
DE 10 2009 037 706.9
DE 10 2012 005 583.8
DE 11 2007 000 950.0
US 15/1096582014 サンプル中の濃度を決定するための装置および⽅法

⽶国企業の Pharmanex-NuSkinは、⽪膚のカロテノ
イド濃度を光学分光測定するための「バイオフォト
ニック スキャナー」を開発しました。Biozoom と同
様に、このデバイスは、同社の栄養補助⾷品の主張
されている健康関連の影響を顧客に納得させること
を⽬的としています。アメリカの健康ブログ
Weightology (http://weightology.net/antioxidant
s-2/57.html/)そのようなデバイスの使⽤は不必要だ
と考えています。せいぜい、果物や野菜をたくさん
⾷べたという声明を出すことができます。そのよう
なデバイスがなくても、消費者がすでに認識してい
るはずの情報。この評価は、バイオズームにも転送
できます。「S3 Scanner」は同社のデバイスで、基

本的には「BioPhotonic Sc  anner」の後継機と⾔えます。アメリカの消費者ポータル
「Revyolo」は、そのようなデバイスの⽬的を、NEM の販売のみに使⽤されるべきであり、消
費者⾃⾝には何の役にも⽴たないことを意味すると説明しています。[36]

モリンダ TruAge スキャナー: http://scamxposer.com/business-review/morinda/
オリゴスキャン
Miraculins Inc は PreVu を使⽤して、コレステロールを⾮侵襲的に測定する装置を提供してい
ます。

Die Welt:ビーガンの王様の厳しい論⽂についてはどうですか? (https://www.welt.de/wirtsch
aft/article148799737/Was-ist-dran-an-den-steilen-Thesen-des-Veganerkoenigs.html).
2015 年 11 ⽉ 3 ⽇
Superfutter.ch:トップの抗酸化物質 – Biozoom の測定値はフロップ (http://superfutter.ch/a
ntioxidantien-top-biozoom-messungen-ein-flop/). 2016 年 3 ⽉ 5 ⽇

PromotionStockSecrets.com: ENTERTAINMENT ART INC (EERT) – 調査レポート – NOW
BIOZOOM INC (BIZM) (http://promotionstocksecrets.com/entertainment-art-inc-eert-re

類似製品

Webリンク
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