Seminar Report
第 1 回マスコミセミナー「緑と食を豊かにする ALA とその可能性」
～注目の光合成を支えるアミノ酸 ALA が地球を救う～

ALA（5-アミノレブリン酸）は、36 億年前の原始の地球に生命と共に誕生し、生命
体の維持に必須の物質になったことから“生命の根源物質”とも呼ばれ、血液中
のヘモグロビンや葉緑素の原材料となる唯一のアミノ酸です。近年、バイオテクノ
ロジーによる微生物発酵法が開発されて量産が可能となり、ALA が秘める応用技
術に多方面から注目が寄せられるようになりました。20 世紀は、私たちの生活を非
常に豊かにすると同時に、大量消費社会が生んだ負の遺産ともいえる、様々な環
境問題の要因を作った世紀でもあり、これらの問題の解決は、21 世紀を生きる私
たちに与えられた大きな課題といえます。
「ALA サイエンスフォーラム」は、代表の東京大学名誉教授・松本聰先生を中心に、
植物の活性化を通じての農業・緑化などへの貢献を目指した、環境・植物部会。
そして、生体機能を維持する作用を通じて、高齢化社会への貢献を目指したヘル
スケア部会の 2 部門を設定し、幅広い研究者、有識者の方々に参画いただき、①
ALA を使った研究の促進②地域や研究機関、各種団体との共同事例の開発③
これら研究や取り組みに関する、情報発信および共有などの活動を通じて、社会
に貢献することを目的に発足致しました。
2008 年 10 月 31 日（金）ホテルニューオータニ「翠鳳の間｣にて開催致しました、
第 1 回目となるセミナーでは「緑と食を豊かにする ALA とその可能性～注目の光
合成を支えるアミノ酸 ALA が地球を救う～」と題し、ALA のはたらきの中でも、光
合成を促進し、低温や劣悪な土壌環境下でも植物を生育させて収量を増やすと
いう力をテーマに、環境・植物部会にご参画いただいております 4 名の先生方より、
地球温暖化問題、食糧問題の改善に向けて、国内外で意欲的に展開された研究
成果を発表いただきました。
本セミナーレポートは当日の講演をまとめたものです。
－本件に関するお問合せ先－
ALAサイエンスフォーラム広報事務局
担当：小野・袴田
TEL：03-5771-3828 FAX：03-5771-3831
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光合成を支えるアミノ酸 ALA とは
竹内安智│宇都宮大学名誉教授
1965 年宇都宮大学農学部農芸化学科卒業。75 年東京大学にて農学博士を取得。87 年～88 年文部
省在外研究員として米国にて研究、87 年には宇都宮大学農学部教授に就任。88 年より東京農工大
学大学院連合農学研究科の教授を兼任。2007 年定年退職し、名誉教授となる。専門は植物・雑草の
生態生理など。国際寄生植物学会功績賞（07 年）をはじめ、多くの賞を受賞。現在は雑草制御や植物
成長促進の研究をおこなう傍ら教育・社会活動にも力を注いでいる。
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▼ALA とは？
ALA（5-アミノレブリン酸）は、炭素数
が 5 個の天然のアミノ酸です。36 億年
前に地球上に生命が誕生して以来、
あらゆる生物に存在し重要な機能を
司っております。動物では血液、植物
では葉緑素の原料になるなど、命を
支える根源物質です。

▲図 1 ALA のはたらき
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▲図 2 呼吸と光合成
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植物名：コウライシバ
ALA：100ppm

▲図 3 ALA による光合成の向上
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①ALA は光合成量を増加させる
図 3 は、ALA のコウライシバの光合成
に対する影響を調べたデータです。
光合成量は ALA を与えていなくても
植物の成長に伴い増加しますが、
ALA を与えると最終的には 20%くらい
増加します。

▼植物の光合成と成長を支える ALA
図 1 に示す通り、ALA には光合成と植
物の成長を支えるという 2 つの大きな
はたらきがあります。植物の最大の特
徴は光合成です。
光合成では、クロロフィル（葉緑素）が
光のエネルギーを受け止め、水と CO2
を使いデンプンなどを合成し、それら
を元にしてさらに複雑な有機化合物を
合成しますが、このクロロフィルは ALA
が化学的に数段階経たのちマグネシ
ウムを取り込んでできるものです。さら
に ALA は鉄を取り込むと肥効促進
（肥料の効果促進）、呼吸調節、環境
ストレス軽減作用などの作用を持つヘ
ムになります。

②ALA は呼吸を抑制する
図 4 は、ALA のコウライシバの呼吸に
対する影響を調べたデータです。光
合成同様、呼吸も成長に伴って増加
していくのですが、ALA を与えると、増
加がやや抑制され、20%くらい少なくな
ります。
このように、ALA は光合成を増やす一
方で、呼吸を抑制するため、収入は増
えるけど節約もする、つまり植物にとっ
ての「貯金」が貯まるということになりま
す。

▼光合成と呼吸に見る ALA の効果
植物は生きていくためにエネルギーを
必要とし、そのエネルギーは呼吸によ
って得ています。呼吸は、光合成で合
成された有機化合物を CO2 に分解し
てエネルギーを得るはたらきで、光合
成とはちょうど逆の反応になります。
図 2 の通り、光合成で合成した有機化
合物と、呼吸で分解した有機化合物
の差し引きが植物にとってのいわば
「貯金」となります。植物はこの「貯金」
を使い、日々成長し、花を咲かせ、実

▼環境ストレスに対する ALA の効果
図 5(次頁)は、アメリカにおけるいろい
ろな作物の生産量の最高記録を表し
たものです。グラフの青い部分は平均
的な生産量です。
ジャガイモを見ると最高記録は 25t/ha
ですが平均的収量は 5t しかないこと
が分かります。この 20t 差の内、5t は
雑草、虫、病気によるロス、15t は乾燥
その他の環境ストレスなどによるロスで
す。他の作物も同様です。
このように、本来はもっと収穫できる可
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をつけます。この「貯金」が多いほど植
物はよく成長することになるため、植
物の成長を考える上で光合成と呼吸
はとても大切です。

3

14

（日）

▲図 4 ALA による呼吸の抑制
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▲図 5 米国での作物別生産量の最高記
録と例年の平均値及び生産量低下の要素
別ストレス要因

①ALA は耐冷性を向上させる
図 6 の写真はポインセチアです。通常
温度からマイナス 2℃くらいに下がると
普通は凍死してしまいますが、ALA を
与えておくと凍死しませんでした。

耐冷性向上
（―２℃）

無処理

その機能向上を通じて、増収、品質向
上を可能にします。ALA は作物生産
に大いに役立つ、注目すべき天然の
アミノ酸といえるでしょう（図 10）。

まとめ
z ALAはクロロフィル、ヘムの原料であり、
命を支える根源物質
z 植物機能の向上
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▲図 10 まとめ

②ALA は耐アルカリ性を向上させる
図 7 の写真は小松菜です。小松菜を
アルカリ性の強い土壌で育てると、生
育が劣ってしまいますが、ALA を与え
ると生育阻害が改善されます。

ALA処理

▲図 6 耐冷性向上
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能性が植物にはあるのですが、環境
ストレスによって多くが失われていると
いうことが分かります。環境ストレスは、
乾燥だけではなく、著しい低温、高温、
塩類の集積、土壌の著しい酸性化、
アルカリ化なども含まれます。これらの
環境ストレスによって植物が活性酸素
を発生するなどし、成長が抑えられて
しまうのです。そこで、ALA による植物
の各種ストレス耐性向上試験の結果
を紹介します。

③ALA は耐塩性を向上させる
図 8 の写真はトマトの苗です。NaCl が
15000ppm という非常に高い NaCl を含
む土壌で育てたものです。NaCl が高
くなるとトマトの成長は抑えられますが、
ALA を与えたものでは改善しているこ
とが分かります。
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▲図 7 耐アルカリ性向上
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④ALA は硝酸態窒素を低減させる
図 9 の写真はほうれん草です。ALA
はほうれん草に対しても増収効果を示
しますが、さらに興味深いのは、健康
に良くないといわれている硝酸態窒素
濃度が低くなるという点です。硝酸態
窒素はほうれん草だけの問題ではあり
ませんが、この試験では ALA を使うこ
とで 1/3 くらいに濃度を軽減させること
が確認されました。
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▲図 8 耐塩性向上
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▲図 9 硝酸態窒素の低減
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これら ALA の効果は、特に低温や曇
天などによって光合成がしにくい場合
などで特に顕著になります。
ALA は生命の根源物質として、光合
成、呼吸、ストレス耐性などを調節し、

3

ALA のある毎日がくれる、豊かな時間
深町貴子│東京農業大学短期大学部非常勤講師
東京農業大学にてバイオセラピー論および園芸療法を教える。教育・福祉施設の園芸活動プログラ
ムや集合住宅におけるコミュニティーガーデン支援などをおこなう。（有）タカ・グリーン・フィールズ専
務取締役。グリーンショップ「ＧＲＥＥＮ ＬＩＦＥ ＴＡＫＡ」（神奈川県川崎市多摩区）オーナーを務める傍
ら、テレビや雑誌などでも活躍中。主な著書に、深町貴子のＥＣＯガーデン「ベランダですずなり野菜」
「すずなり野菜の知恵袋」など。
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▲図 1 真夏のサラダ菜試験

▼オランダで見た ALA
私は園芸家です。ALA と最初に出会
ったのは農業用の肥料としてでした。
作物のためにこんな使い方、あんな使
い方、いろいろな説明を見たり聞いた
りしてきました。でも「ALA を実際に使
っている現場を見たい」「ALA を使うと
何が変わるんだろう」と思い立ち、先
週オランダまで見に行ってきました。
オランダは世界最先端の施設園芸の
国です。グリーンハウス（温室）がたく
さんあり、どれもとても大きく、中は東
京ドームくらい広く、廊下も長く、先に
いる人が見えないくらいです。そして
そこでは草丈が 5m 近くまである、見上
げるほどの大きなパプリカを見ました。
ALA を使うと全てが巨大に成長すると
いうことではありません。もともと、そう
した仕立て方なのです。しかし、他の
畑よりも生育が早く、実が大きくなり、
糖度が増すということでした。そのよう
にして ALA を使い育てられたパプリカ
は、オランダから世界に輸出されてい
ます。品質がよく優良品としてとても高
値がつくそうです。驚いたのは、パプリ
カを詰める箱に「Japan」と書いてあっ
たことです。個包装されているラベル
には日本語で「ビタミン C たっぷり、お
いしいよ、オランダ産」と書いてありま
した。日本から何時間もかけて飛行機
に乗ってオランダまで見に行ったのに、
ALA を使ったパプリカは実は日本にも
うあったんですね。私たちの胃袋をす
でに ALA が支えているという事実を目
の当たりにした瞬間でした。パプリカ
以外にも ALA を使うことで、茎がしっ
かりしていて振っても折れないガーベ
ラ、1m 以上まっすぐに伸びたバラなど

も見てきました。とにかく驚くことばかり
でした。
▼使ってみて驚かされた ALA の効果
私は仕事柄いろいろな品種の花や野
菜を作ったり、わざと過酷な環境で育
ててみたり、様々なメーカーの肥料を
使ったり、いろいろします。だからいろ
いろなものの違いがよく分かります。
ALA を屋内の観葉植物に使うと、効
率よく光合成ができるので、普通なら
葉が落ちてしまうような弱い光でも葉
が落ちず、色ツヤも良くなります。野菜
ならどんどん甘くなるし、実が大きくな
る。我が家のピーマンは 2 月から育て
ていますが、まだまだ取れて全然終わ
りません。普通、ピーマンには着果周
期があり、実をつける時期と、株を休ま
せるための実をつけない時期が周期
的に訪れます。この休んでいる時期を
短くすると収量が増えます。ALA を使
っていると早くに体力が回復するせい
なのか、ほとんど休まず花を咲かせ、
実をつけるという現象が起きました。
ALA のおかげでピーマン嫌いになり
そうなくらいよく取れています（笑）。他
にも 1 年草のお花がそのまま秋になっ
ても枯れず、冬を越して春まで咲いて
いたこともありました。
▼真夏にサラダ菜を育ててみたら…
そして今日持ってきたサラダ菜の鉢植
え（図 1）ですが、あまりにも違いがあり
すぎて、ちょっと怪しいと思われるかも
しれません。このサラダ菜は夏の一番
暑い時期（8 月 16 日）に播種していま
す。通常サラダ菜のようなレタス類は
暑さに弱いため、夏の暑い時期に種
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まきをしたり、育てることはないのです
が、でも育ててみました。同じ品種を、
肥料の配分も同じにして、右側の鉢だ
け ALA を与えています。ALA を与え
ていない左側の鉢のサラダ菜は、本
葉 6 枚までは順調でしたが、暑さで下
葉が枯れ、やがて成長が止まってしま
いました。成長が止まると葉数が増え
ません。一方で、右側の ALA を与え
たサラダ菜は、今年の暑い夏を超して
葉数が増えてきました。それは ALA を
使用すると、暑さに対する抵抗が強く
なっているということが言えると思いま
す。もし 9 月や 10 月の気温が低くなっ
てから実験をしていたら、こんなに差
が出なかったとは思います。
ALA を使うと、こんなに大きな差が出
たり、枯れるはずのものが枯れなかっ
たりすると聞くと「何か生態系に悪い影
響があるのでは？」「植物に無理をさ
せているのではないか？」と心配する
人がいるかもしれません。でもそうでは
ありません。植物が元々持っている力
を発揮しているだけなのです。日本に
は四季があります。そのため、本来は
多年草でも暑さや寒さがあるのでそれ
に耐えきれず休眠期があったり、夏や
冬を越えられない 1 年草扱いの植物
があったりします。ALA は植物の性質
を変えているのではなく、元々持って
いる素質を最大限に引き出してくれる
ものなのです。
▼ベランダからエコを考える
我が家はマンションです。私は最近エ
コガーデナーと呼ばれることもあります
が、ベランダで野菜育てることがエコ
なのか？というとちょっと違います。マ
ンションのベランダは植物にとって決
していい環境とはいえません。夏は地
表面が 50℃以上になります。壁に囲
まれているため風通しも悪く、日照時
間も短い。植物にとっては過酷な環境
ですから、まず環境を改善できるよう
に努力をする必要があります。野菜が
育ちやすいベランダになれば、それ
は私たち人間にとっても生活しやすい
環境ということになります。植物を育て

ていると、環境の変化がダイレクトに収
量につながるので、いろいろなことを
考えるきっかけになります。野菜を育
てるということを通じて、世の中や環境
が少しずつ見えるようになってきます。
日本の肥料メーカーはとても優秀なの
で「どれを選んでも効果は同じ」と考え
る家庭園芸家は多いと思います。仮
に ALA 入りの肥料を使っても「今年は
やけにたくさん取れたな」とか、「ちょっ
とおいしいかもしれない」と思って食べ
るだけなので、ALA の恩恵を受けてい
るとまでは感じないかもしれません。で
も家庭園芸においてはそれでいいの
です。大事なことは ALA を利用するこ
とで誰もが失敗の少ない園芸ができる
ということです。成功すれば興味が持
続します。もし野菜がたくさん取れたら
家族の食卓が豊かになるかもしれな
い。それ以上にもっと取れたら近所に
配ることができるかもしれない。それよ
りももっと取れたら、人を呼んでパーテ
ィーができるかもしれない。花が美しく
咲いたら部屋に飾って心豊かに過ご
せるかもしれない。子どもと一緒に植
物を育てる。大切な人と一緒に自然の
変化を感じる。そこにはきっとワクワク
するような毎日が待っています。
私は植物の育て方を教える園芸家で
はありません。私は園芸を通してその
植物の向こう側にいる人たちと知り合
い、より豊かな人間関係を築くことので
きるような園芸を目指しています。もし
「園芸は難しそう」「野菜作りは大変そ
う」と思っている人がいるなら私は迷わ
ず ALA の力を借りた無理のない園芸
を提案したいと思います。ALA は元々
自然の一部ですが、私たちも自然の
一部です。周りの多くの人や動物や
植物と支え合って生きているのだとい
うことを是非思い出してください。植物
を通して、ALA を通してそのような経
験をして欲しいと思います。それはき
っとエコを考えるきっかけになります。
それが園芸家として私が ALA に望む
ことです。
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広島湾再生に向けた、ALA の可能性
佐々木健│広島国際学院大学教授
1949 年広島県呉市生まれ。72 年広島大学工学部醗酵工学科卒業。3 年間の酒造会社の勤務を経て、
広島大学大学院工学研究科博士課程修了、広島電機大学（現広島国際学院大学）教授となる。生物
工学・環境化学を専門とし、排水処理や水環境改善に取り組む。環境化学についても長年研究を重
ね、現在は広島湾再生に向けて水質浄化に関する実験に尽力している。主な著書に「廃棄物のバイ
オコンバージョン」など。

ALAとの出会い（37年前)
クロロフィル

グリシン
ALA

ヘム
ビタミンB12

PBG

コハク酸

医薬品
動物成長促進因子

プロピオン酸
(廃棄物から）
酢酸
光合成細菌によるビタミンB12生産の
研究中、ALAを少量菌体外に放出す
る菌を発見

役に立たない

▲図 1 ALA との出会い
ALAのはたらき
ALA培養液や農産廃棄物から生産したALAでの除草実験
よく枯れた
その後、雑草の成育増大

植物成長促進剤

広島湾再生に向けたALAの応用
広島湾
赤潮発生
アオサ（外来種）の大量発生
透明度低下

ヘドロ化
貧酸素海域

環境悪化
漁業被害
良質プランクトンの生育不足

生活排水

窒素 N
リン P

下水道整備

珪酸塩不足

▲図 2 ALA のはたらきとその応用

▼ALA との出会い
私と ALA の出会いは今から 37 年前の
ことになります。広島大学醗酵工学科
4 年の卒業研究として、嫌気消化でプ
ロピオン酸や酢酸を作って最終的に
ビタミン B12 を作るというテーマでした。
ビタミン B12 は、当時まだ化学合成が
できておらず、目薬や神経の薬、動物
の成長促進因子として非常に重要な
物質でした。その後ウッドワードによっ
て完全合成が達成されましたが、結局、
私が与えられたロドバクタースフェロイ
デスという光合成細菌では代謝の経
路で ALA として漏れてしまい、ビタミン
B12 を大量に作ることはできませんでし
た（図 1）。
その後 1984 年に衝撃的な発表があり
ました。イリノイ大学のリバイツ先生が
ALA を除草剤に利用するという論文
を発表したのです。それを聞いた時、
私は大変驚きました。当時すでに化
学合成した ALA は存在していました
が非常に高価で、除草に効果があっ
たとしても農薬として大量に使うには
向かないと思ったからです。リバイツ
先生は、ALA はパラコートと似たような
作用を持つが安全というところに着目
してやられたようです。私はその論文
を見て、かつて卒業研究で使った菌
を使えばバイオで ALA が生産できる
のではないかとひらめき、再び研究を
はじめました。ALA の大量生産は非
常に難しい研究でした。ALA はヘム、
クロロフィル、ビタミン B12 を作る代謝で
すが、途中の経路を阻害剤で阻害し
て ALA を取り出そうとする際、完全に
阻害してしまうとうまくいかず、生かさ
ぬよう殺さぬよう微妙なレベルで止め

る必要があり、この技術の確立が難し
かったです。その後 1987 年に大量生
産技術を確立。これによって従来μg
オーダーだった ALA を g オーダーま
で生産できるようになりました。1990 年
には豚のウンチから除草剤を作る技
術も確立しています。研究で作った
ALA を除草剤として大学の雑草にか
けると確かによく枯れました。ところが、
雨が降って ALA が薄まったり、1 ヵ月、
2 ヵ月経つと、元々生えていた以上に
雑草がたくさん生えてくるという現象が
起こりました。ALA による植物の成長
作用が出たわけです。この出来事が
大きなきっかけになり、現在の ALA 研
究につながっています（図 2）。
▼研究テーマ
今取り組んでいるテーマは、広島湾再
生に向けた ALA の応用研究です（図
2）。実は広島湾が汚れてきています。
赤潮の発生や、東京をはじめ全国で
報告されているアオサの大量発生、そ
してヘドロ化、さらには貧酸素海域が
できて魚が死んでしまうといった漁業
被害まで起きています。これらの原因
として生活排水があります。生活排水
に含まれる窒素、リンが川を通じて海
に流れてくることで赤潮や、アオサの
大量発生につながります。窒素は空
気中に出ていくことがありますが、リン
だけは放っておいてもなくなりません。
したがって、海をキレイにしようするな
らリンを取る必要があります。そのため
広島湾では下水道整備をしているの
ですが、今度は活性汚泥が川から流
れてくる珪酸塩を取ってしまうため、良
質のプランクトンが成育できなくなり、
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広島湾の藻類成育促進試験
人工海水（レッドシー）

組成 :

KNO3
KH2PO4

5 g/L
10 g/L

濃縮プランクトン20mL（2%摂取）

条件 : 1.5Lルー培養瓶（液量1L） 5000lux、25℃、
400rpmの条件で試験を行った。
C

B

A

A : 珪酸塩
B : ALA (100mg/L)
C : 珪酸塩＋ALA
(100mg/L)

▲図 3 藻類成育促進試験
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C
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ALA100[mg/l]

▲図 4 14 日後
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C

10日後
A

C

B

ALAなし
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▲図 5 ALA のみの試験（10 日後）

リン酸イオン PO 43- (mg/L)
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▲図 6 藻類増殖促進による水質浄化

珪酸塩
+ALA200

珪酸塩

3週間後

▲図 7 アオサ（日本産）に対する ALA の増
殖促進実験結果

魚の餌が不足し漁業被害が起きてし
まっています。これらの課題を ALA に
よって解決し、広島湾をキレイにした
いというのが本研究の目的のひとつで
す。ALA の藻類増殖促進効果を応用
することで、窒素、特にリンの浄化によ
る水質浄化を考えています。増殖した
藻類は回収して食品、動物飼料として
利用する研究も行っています。
もうひとつの目的は日本産のアオサの
回復です。広島湾には元々日本産の
アオノリと呼ばれるアオサが存在して
いました。私も子どもの頃はよく食べて
いましたし、現在でも広島風お好み焼
きには欠かせない重要な食材です。と
ころが最近、外来種のアオサが大量
発生し、日本産のアオサが少なくなっ
ています。世界遺産の宮島でも大きな
問題になっているようです。このまま外
来種に侵略されてしまっては日本産
のアオサ、ひいては広島のお好み焼
き文化も途絶えてしまうかもしれないと
いう個人的な危機感もあり（笑）、日本
産のアオサを ALA の藻類増殖促進効
果を応用して回復できないかと考えて
います。
▼海洋性藻類の成育促進試験
藻類が ALA によって増殖促進するこ
とは 1990 年代の終わりに我々がスピ
ルリナ（ Spirulina）を使って論文にして
いますが、海洋性の藻類については
これまで報告がありませんでした。そこ
で、実際に広島湾で採取した藻を使
い試験をおこないました（図 3）。図 4
の写真は 14 日後のものです。明らか
に増殖に差があることが分かります。
また、珪酸を入れなくても、ALA だけ
で十分効果があるということが分かりま
した。そこで珪酸を入れずに ALA だ
けで確認したものが図 5 です。
ALA200mg/l を添加すると 10 日では
っきり分かるくらいまで藻類が増殖しま
した。この時リンが取れているかどうか
を確認したのが図 6 です。ALA を入れ
ると明らかにリンが減少しています。し
たがって藻類を培養した後、凝集沈
殿剤などを使い増殖した藻類を回収

すれば海をキレイにできると考えられ
ます。
▼アオサの増殖促進
図 7 はアオサの増殖促進を見た試験
です。温度を 25℃に保つようにフロー
ト式の水槽を作り実験をしました。珪
酸塩だけ入れた場合と、珪酸塩に
ALA200mg/l を加えた場合とでアオサ
の増殖を比較すると、珪酸塩だけのア
オサは多少貧弱な感じですが、珪酸
塩＋ALA 入りのアオサはしっかりと生
育し、増殖が促進されていることが分
かります。おそらくここでもリンは取れ
ていると思います。
ところで、この試験は水槽の中でおこ
なっているため、水槽の中に ALA を
入れればアオサに ALA を与えること
ができますが、、実際に海でやろうとし
た場合、海に ALA を大量にまくことは
できませんし、アオサのそばで ALA が
ゆっくり出ていくようにしないと意味が
ありません。私は技術士なので、理論
的に ALA がアオサを増殖することが
確かめられただけでは満足できませ
ん。そこでいろいろ工夫をして、今は
ヘチマタワシとアルギン酸を使って
ALA を岩に固定しています。このやり
方だと 1 ヵ月でも 2 ヵ月でも海岸に打
ち寄せる荒波に耐えることができま
す。
▼今後に向けて
今回の試験では、ALA によって海洋
性藻類の成長が促進すること、リンも
取れるので水質浄化の可能性がある
こと、珪酸塩はあまり効果がないことが
確認されました。さらに、日本産アオ
サの増殖も確認できました。今後の課
題としては、ALA の海中における固定
化技術の確立と、ALA の海洋性藻類、
アオサ以外の、たとえばアマモに対す
る効果なども検討していきたいと考え
ています。
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海外における ALA の広がり-液体肥料ペンタキープの海外展開井上秀次郎│コスモ石油株式会社 ＡＬＡ事業センター長
1988 年米国ケンタッキー州立ルイビル大学修士課程修了（Master of Science)。建設会社を経て 92
年コスモ石油（株）入社。2006 年の海外事業部発足より ALA 配合肥料事業プロジェクトの指揮を執り、
2007 年海外事業部アグロビジネスグループ長就任。08 年より ALA 事業センター長を兼務して同社の
ALA 事業を統括する。

中国での施用試験状況
対照

ALA配合肥料施用

活着率%

活着率（%） 対照比（%）

＋38.6

20.0

側 柏

14.43

樟子松

47.77

54.43 ＋14.0

油 松

27.77

43.33 ＋56.0

ALA配合肥料に苗を漬けた後、定植
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▲図 1 中国│松の植林試験

イタリア シチリア州での施用試験の結果
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▲図 2 イタリア│ブドウの試験

ポーランド ポズナニ市における 0℃以下の低温日数と平均最低気温
2000年から2007年の平均（出典：WeatherOnline） ℃
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▲図 3 ポーランド│年間の零下日数

▼コスモ石油と ALA 配合肥料
私どもコスモ石油は、ALA の研究をさ
れている先生方のアイデアや成果を
元にしながら、環境や農業分野で
ALA 入りの各種製品を通じて、日本を
はじめ世界の皆様にいかに喜んでい
ただくかを念頭においた ALA の事業
活動をおこなっています。そして 20 年
にわたり ALA の製造法、機能研究を
おこない、2001 年には ALA 配合の液
体肥料ペンタキープを世界で初めて
開発し販売しています。ALA は厳しい
土壌条件におけるサバイバル性、耐
冷性、収穫量の増加、品質の向上と
いった点が期待されているもので、一
般の液体肥料に期待されるものとは
大きく異なっているのが特徴です。
▼中国における ALA
まずは中国におけるアルカリ土壌に
対する試験を紹介します。植物の生
育に適さないアルカリ土壌は、現在世
界中に分布しています。たとえば中国
の陝西省はアルカリ土壌で植物にとっ
ては非常に環境の厳しい場所です。
砂漠化しており、単純に植林をしても
育ちが悪かったり、あるいは枯れてし
まうこともあります。図 1 は、松の根を
ALA 配合肥料に漬けて植林した試験
です。ALA を使うと明らかに活着率
(定着率）が高くなります。松の種類に
よっては対照と比べて 14%～56%活着
率が高くなりました。他にも茎の直径
や樹の高さなどでも良い効果が出て
おり、砂漠化防止に ALA が貢献でき
る可能性があると考えています。また、
湖南省では綿花の試験をおこなって
いますが、アルカリ土壌環境での成長
をよくすることができるので、綿花の収

量に対する効果が期待できます。
▼ヨーロッパにおける ALA
アルカリ土壌は、ヨーロッパではスペイ
ンやイタリア、ハンガリーなどの国に分
布しています。イタリアのシチリア島に
おけるブドウの試験を紹介します。ア
ルカリ土壌の土地は、植物の成長に
欠かせない鉄分の吸収が難しく、葉が
褐色になってしまうために光合成がう
まくおこなわれず実が大きくなりませ
ん。そのような土地でブドウを育てると、
房が完全にできなかったり、欠落して
しまうことがあります。ALA 入り肥料を
使うと、キレート鉄が吸収されやすくな
るため、樹が健康に育ち、葉で光合成
がおこなわれ、ブドウを大きく育てるこ
とができます。図 2 にある通り、ALA 入
り肥料を使うことで、光合成をおこなう
葉の葉緑素量が増えていることが確
認されました。
土壌以外のストレスとして、低温ストレ
スがあります。ポーランドの試験を紹
介します。ポーランドはヨーロッパの中
でも非常に寒い国です。図 3 の棒グラ
フは、0℃以下になった日数を示して
います。1 月、2 月は月の 2/3 くらいが
零下になります。さらに 4 月、5 月でも
零下の日が発生します。4 月、5 月は
植物が育つ時期です。この時期に突
然零下がくると植物は破壊的な被害
を受けます。ポーランドの農業ではリ
ンゴ栽培が盛んですが、4 月 5 月の花
芽の時期に零下がくると花芽が壊れ
てしまいます。花芽が壊れるということ
は、秋の収穫が全く期待できなくなる
ということです。話に聞いたところ、春
の低温で約 7 割の花芽が落ち、秋の
収穫は通常の 3 割しか期待できなくな
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ポーランド ポズナニ農業大学での施用試験
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▲図 4 ポーランド│洋ナシ、さくらんぼ試
験
各国における単位面積あたり収穫量の比較
2007年国連食糧農業機関（FAO）推定
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▲図 5 オランダ│各国の生産性比較

オランダ ワーヘニンヘン大学でのパプリカ施用試験の結果
パプリカ収量に及ぼすALAの効果
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▲図 6 オランダ│パプリカ試験

米国での状況
１房あたりの
[g]

平均重量

290

285

[mm]

平均粒径

18.5

糖度

[%]

ったことを悲観した農家さんの自殺騒
ぎも起きたそうです。そのくらい寒冷地
における春先の零下は、農家さんにと
っては危機的な状況といえます。
そこで、ポーランドのポズナニ農業大
学で ALA の耐冷性を調べてもらった
ところ、Dr.Robert Kurlus から「ブルー
ベリー、リンゴなどの重要な作物に対
して耐冷性で良い結果が得られ、これ
は ALA 入り肥料の効能である」という
評価をいただきました。図 4 は洋ナシ
とさくらんぼの霜による傷み具合を観
察した試験データです。ホルボウィッ
ツ・スケール（数字が小さいほど耐冷
性が高い）という係数で分析すると、
ALA を施用すると数値が小さくなる、
つまり耐冷性が増すという結果が得ら
れました。
次に収穫量に対するオランダでの検
証を紹介します。オランダの作物製造
技術は非常に科学的で、世界のトップ
といわれています。完璧な条件下で
温度、湿度、日照をグラスハウスの中
で設備的にコントロールし、狭い国土
の中でいかにして生産性を高めるか、
ということがオランダの考え方です。ど
のくらい生産性が高いのかというと、図
5 のキュウリで見ると 1 ヘクタール当た
りの収穫量は日本の 10 倍以上です。
しかしそのようにして生産性を高めた
結果、現在以上に収穫量を増やすと
いうことは困難な状況ともいえます。
そこで、世界的に有名なオランダのワ
ーヘニンヘン大学で ALA 入り肥料を
使うことで収穫量が増えるか試験をし
ていただいた結果が図 6 です。ALA
入り肥料施用によりパプリカの収穫量
が約 8%増え、病気になる割合も下がり
ました。ALA は悪条件下だけでなく、
最高の好条件の中でも効果を発揮す
る事例といえます。

験です。結果は一目瞭然で、ALA を
施用すると一房当たりの平均重量、粒
の直径が増えています。しかも、通常
は大きくなると水ぶくれのような感じに
なり甘さが落ちるものですが、糖度が
上がっています。糖度が 2 度上がると、
食べた時に舌の感覚で明らかに甘い
と違いが分かります。このようにアメリ
カの試験でも非常にいい結果が出て
います。ワシントン州ではすでに肥料
登録を完了しており、さらにカリフォル
ニア州で肥料登録に向けた準備を進
めているところです。アメリカの主要作
物である、リンゴやブドウなどは西海
岸で生産されているので、それらの地
域で許認可を取得し ALA 入り肥料を
販売していきたいと考えています。
ALA によって農家の皆様の収穫量が
増えたり、普通は育てることができな
いような土地や環境で作物ができると
いうことは非常に素晴らしいことです。
そういうことに ALA を利用していただ
ければ非常にうれしく思います。事業
戦略的にはアメリカ、中国市場の開拓
と、すでに展開しているヨーロッパで
の一層の浸透を目指したいと思いま
す。また、液体肥料だけでなく、固形
化した ALA 入り肥料製品の開発も進
めており、今後より多くのお客様、より
多くの土地で ALA 入り肥料を使用し
てもらえるよう活動していきたいと思い
ます。
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▲図 7 アメリカ│テーブルグレープ試験

▼アメリカでの展開と今後の展望
中国、ヨーロッパの事例を紹介しまし
たが、次の展開先としてアメリカを予
定しており、現地で試験もおこなって
います。図 7 はカリフォルニア州のテ
ーブルグレープ（生食用ブドウ）の試
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ALA がもたらす地球環境・食糧問題改善への可能性
松本聰│東京大学名誉教授
1971 年東京大学大学院農学研究科農芸化学専門課程博士課程修了。農学博士。2002 年東京大学
大学院農学生命科学研究科教授を定年退官。現在は、（財）日本土壌協会・会長。世界の問題土壌
（塩性土壌、荒廃土壌）や地球環境問題の修復に向けての研究に専念。05 年に受賞した環境功労賞
をはじめ、多くの賞を受賞。「土壌圏と地球温暖化」（共著）名古屋大学出版会（05 年）など著書多数。

▼なぜ今 ALA なのか？
本日は 4 人の講師の方々に ALA とは
どういうものであるか、その ALA を使っ
た実際的な農業、あるいは食糧生産、
あるいは環境問題への働きかけ、そう
したものの具体例を示していただきま
した。ALA の概要をご理解いただけた
のではないでしょうか。私は本日のサ
イエンスフォーラムの総括として、なぜ
今 ALA なのか？ということをお話して、
まとめとさせていただきます。
ご承知の通り、私たち人間は食べ物と
して他からエネルギーを摂取しないと
生きていけない従属性の生物です。
人類はその歴史が始まってから、あら
ゆる形で陸上から、あるいは海上から
食糧を手にいれてきました。数千年前
からは 1 個所に定住して、農業という
産業を育ててきました。農業という産
業は、今も本質的には数千年前の技
術と何ら変わりありません。即ち、種を
まき、土をかぶせ、水を与え、そして
生産したものを食する。これが農業の
基本です。この数千年にわたって続
けられてきた農業を考えてみると、他
の産業では農業のように数千年間続
いてきた産業はあまり見当たりません。
それゆえ農業は環境、自然とマッチし
た非常に持続性の高い産業という風
に考えられるわけですが、実際には、
特に 20 世紀以降、人口が爆発的に
増加した頃から、農業そのものが環境
に非常に大きなインパクトを与える産
業になりました。たとえば環境問題、あ
るいは食糧を生産する能力を失ってし
まった砂漠化問題などの問題が矢継
ぎ早に出てくるようになりました。私も
世界の問題土壌、砂漠土壌を 30 数年
にわたり研究してきましたが、ALA を

知る前はもう絶望的な気持ちでした。
人類の将来はあと 100 年持つだろう
か？と研究の現場では何度も感じてき
ました。ところが ALA を実際に適用し
た種々の試験結果を見たり、現場で
ALA の効果を実際に見てから、まだ
人類は生きられる、あるいは緑の地球
を救える、そんな感じがしてきました。
これは私が ALA にぞっこん惚れてい
るというだけではなく、ALA そのものの
科学的なメカニズムを知った上で、な
るほどなと感じる瞬間が度々あったか
らです。
現在農業は環境に優しい、環境ととも
に生きる、そういうものではなくなりつ
つあります。これだけ人口が増え、60
億を超えるようになれば、今まで全く
手のつけられなかった環境の悪い土
地にも手をつけなければなりません。
さらに土地が酷使され砂漠化にもつ
ながるわけです。今後このような農業
生産、食糧生産方式が続くでしょう。こ
のような中、発酵技術によって純粋な
ALA の生産ができるようになりました。
まさに生命の根源物質であり、肥料に
あるいはいろいろな格好で今後 ALA
の適用ができるようになっていくでしょ
う。そこに私は新たな人間の息吹、科
学技術の息吹を感じます。そのような
ことから今回、この困難な時代になぜ
今 ALA なのか？ということをみなさん
にご説明し、ご批判をいただく機会を
持ったわけです。
本日は大変お忙しいところ、ご熱心な
討論をしていただきましてありがとうご
ざいました。これから私どもも頑張って
まいりますので、ご支援、ご協力のほ
どよろしくお願い申し上げます。ありが
とうございました。
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