Seminar Report
第２回マスコミセミナー「注目のアミノ酸ＡＬＡ 最新研究報告」
～農業貢献からヘルスケアまで さらに広がる可能性～

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
に必須の物質であることから“生命の根源物質”とも呼ばれる、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。
「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
活性化を通じて農業・緑化などへの貢献を目指す環境・植物領域、生体機能を維持する
作用を通じて高齢化社会や美容・健康への貢献を目指すヘルスケア領域において、幅広
い研究者、有識者の方々に参画いただき、「①ALA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」などを行っていくことを目的に発足致しました。
2010年2月16日（火）ホテルニューオータニ東京ガーデンコート「シリウスの間｣にて開催致
しました、第2回目となるセミナーでは、「注目のアミノ酸ＡＬＡ 最新研究報告 ～農業貢献
からヘルスケアまで さらに広がる可能性～」と題し、ヘルスケア領域からはALAのヒトや肌
に対する最新の研究結果、食品中に含まれるALA含有量と1日当たりの摂取推定量を、環
境・植物領域からは日本および世界の農業における最新データをご紹介致しました。
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：袴田
TEL：03-5771-3828 FAX：03-5771-3831
http://www.ala-sf.net
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ALA＋Feのはたらき

生命エネルギー源ALAの健康応用

近藤雅雄│東京都市大学教授／人間科学部学部長
東京都立大学理学部卒業後、東京大学医学部・徳島大学医学部研究員、昭和大学医学部特別研究
員、ロックフェラー大学客員研究員、厚生省国立公衆衛生院生体防御生化学室長、国立健康・栄養
研究所栄養生化学室長、東横女子短期大学教授、武蔵工業大学教授を経て、現職。専門は生命科
学、栄養生化学、生理学、小児保健など。

▼ALAはヘムを生産する唯一の物質
ALAは、グリシンから生産される天然のアミノ酸で、生命維持その他の活動に不可欠な成
分であることから生命の根源物質といわれます。図1はミラーの実験です。海水と原始の大
気があり、そこで光放電すると有機物であるグリシン、そしてALAが、さらに紫外線によって
プロトポルフィンⅨ（PPⅨ）ができあがります。そこにマグネシウムが入ると植物の光合成に
重要なクロロフィルに、鉄が入ると血液の色のヘムになります。
ヘムは生体の全ての組織に存在し、それぞれの組織で、それぞれの遺伝子から生産され
たタンパク質と結合してヘムタンパク質となります。ヘムタンパク質は多様性を持ち、細胞の
▲図 1 ALA とは？

生命活動の中心となります。ヘモグロビンにおいては酸素が結合し、生体内で唯一酸素を
運搬するタンパク質となります。シトクロムにおいては電子伝達系として、生命唯一のエネ
ルギー物質ATPを生産します。またP450は薬物代謝の主役で、オーダーメイド医療や医薬
品開発において非常に注目されているものですが、これもヘムタンパク質です。このように
生体内の多くの機能調節に関わる重要な役割を占めているのがヘムであり、そのヘムを生
産する唯一の物質がALAです。ALAは人間のホメオスタシス（生体恒常性維持機能）を維
持していく上で必要不可欠な物質といえます。
▼加齢にともない減少するALA
ALAが老化、エイジングに関係することが最近分かってきました。図2はATPをミトコンドリア

▲図 2 加齢による ALA 生産能の変化

で生産するコックスというタンパク質（ヘムが足りなくなると、コックスの活性が低下して、ATP
生産量が低下、つまり老化現象が加速される）が加齢とともに減少するというデータです。
また、ラットの肝臓および骨髄でALAを合成する酵素の活性もエイジングによって低下する
ことを確認しています。図3はALAの生体内量をヘモグロビンから換算したものですが、
ALAは17歳をピークに減少していきます。これらのデータからALAがさまざまなエイジング、
寿命、老化現象に関連していることが理解いただけると思います。
▼ALA＋Feは細胞内でATPと水を作る
そこで、ALAとFe（鉄）の有効性について、一番重要なエネルギー生産であるATPについて
見ていきます。筋肉の収縮・弛緩をはじめ、カルシウムの取り込み、体温の生産、さまざまな

▲図 3 加齢による ALA 体内量の変化

代謝、タンパク質の合成、電気的な細胞の興奮など、すべてATPがエネルギーとして使わ
れています。そのATPをミトコンドリアの中で大量生産するのがヘムタンパク、シトクロムです。
ATP生産は通常の細胞においては図4・左のような形で維持されています。細胞にALAと
Feを加えると（図4・右）、ALAは細胞膜を通過し、細胞質でALAを代謝する酵素によってポ
ルフィリンに、そしてポルフィリンがミトコンドリアの中に入ってヘムになります。このヘムがさ
まざまなシトクロム系のタンパク、P450、造血系においてはヘモグロビンとなり生理的活性を
発揮し、電子伝達系が活発化することでATP、水の生産が促進、つまりは代謝が亢進する
ということです。
実際に細胞内のATP生産をin vitroで見ると（図5）、ALAとFeを添加した際にATPの生産量
が亢進していることから、代謝が亢進している、あるいは生命力が亢進している、さまざまな

▲図 4 ALA＋Fe による ATP 産生①

機能が亢進しているであろうことが分かります。
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▼ストレス社会に必要とされるALA
つぎに、現代社会におけるALAの有効性について検討しました。現代はストレス社会とい
われます。ストレスの大きな要因としては、健康状態や体調の問題、過重労働、将来の不
安などがあります。これらによって生活リズムや生体リズムが乱れると、免疫機能が低下した
り、活性酸素が発生するなどして病気につながっていきます。またメタボリックシンドローム
やガンなどの慢性疾患が増えることで、医療費などの負担も増加し、さらなるストレスが生ま
れるという悪循環に陥ります。
このようなストレス社会にALAが関係しているというと不思議に思われるかもしれませんが、
実はストレスが生む活性酸素を消去する生体防御システムの中で重要な役割をしているの
▲図 5 ALA＋Fe によるＡＴＰ産生②

が、ALAからできたヘムが分解されることで生産されるビリルビンという黄色い色素です（図
6）。ストレスの多い現代社会ではビリルビンを生産するためにヘムがどんどん消費されてい
くため、ヘムの必要量（＝ALAの必要量）は、昔に比べて高まっているといえます。
▼ALAの今後の可能性
最後に、ALAにどのような可能性があるのか、ひとつの例を示します。
日本人の平均寿命は、厚生労働省の昨年のデータによると女性が86.05歳、男性が79.29
歳です。男性は女性に比べて6.76歳短命になっていますが、世界的に見ても同様の傾向
が認められます。その理由として、男性は①胸腺の萎縮が早いこと、②基礎代謝量が違うこ

▲図 6 ストレス下における ALA とヘムのはたらき

と、③染色体が違うことの3つがあげられます。これら3つはいずれも活性酸素が関与してい
るため、活性酸素を消去する機能を高めることができれば改善の可能性があります。
そこで、ネズミを使った実験データを紹介します。ネズミもヒトも、哺乳動物には、免疫の中
枢Ｔリンパ球を作る重要な器官として胸腺が存在します。若いネズミ、中年のネズミ、老齢
のネズミの胸腺を測定すると、オスは加齢に伴い直線的に萎縮していくのに対して、メスは
ゆっくりと萎縮していきます（図7・左）。これが男女の寿命差につながっているのでないかと
考えられます。そこで老齢のネズミに、ALAをプロキロ（mg/kg）あたり10mg水に混ぜて1週
間自由に摂取させました。すると、オスの胸腺の萎縮が抑制され、逆に胸腺重量が増加し
ました（図7・右）。その細胞を調べてみると、実際に免疫細胞が増え、長生きの遺伝子であ
るクロト遺伝子の発現、活性酸素を分解するSOD遺伝子の発現など、400種類以上の遺伝

▲図 7 ALA 投与による胸腺への効果

子の発現が観察されました。
これらの現象は、ALAからヘムが作られ、そのヘムが胸腺の分化を促進し、その結果として
オスの胸腺の抑制、そして増量したことによるものと考えられます。オスの胸腺がメスの胸腺
と同じレベルに到達するということは、オスがメスと同じ寿命に到達できる可能性があるとい
うことです。これらのことから、今後さらに健康長寿の実現に向けたALAの研究が進んでい
くものと思われます。
今回はALAの胸腺への効果について話しましたが、ALAはアンチエイジング、抗酸化、運
動機能など、生体内のさまざまなところで応用が期待される物質といえます（図8）。

▲図 8 ALA の広がる可能性
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▲図 3 加齢による ALA 体内量の変化

▲図 6 ストレス下における ALA とヘムのはたらき

▲図 4 ALA＋Fe による ATP 産生①

▲図 7 ALA 投与による胸腺への効果

▲図 5 ALA＋Fe によるＡＴＰ産生②
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最新報告「ＡＬＡ＋Ｆｅ」の肌への働き
坪内利江子│銀座スキンクリニック院長
日本医科大学卒業後、皮膚科勤務。フランス・パリのサンルイ病院皮膚科にて臨床研修、パリ大学よ
り外国人医師の称号授与。日本医科大学医局長・講師、ハーバード大学皮膚科にて3年間レーザー
に関する基礎・臨床研究を行う。帰国後、日本医科大学美容皮膚科外来責任者を経て、2005年銀座
スキンクリニック開設、現在に至る。診療活動に加えて、所属学会での講演、研究発表などにも意欲
的に取り組んでいる。

▼角層止まりのコラーゲン、角層を越えるALAとＦｅ
昨年、ALAとFeを加えた外用剤を使用して皮膚のデータを取りましたが、今回新たなデー
タを取りましたので、そのご紹介をさせていただきます。
はじめに皮膚の構造をご説明します。皮膚は一番外側から、角層、表皮細胞、基底細胞と
いう構造になっています（図9）。さらに下にいくと真皮、脂肪、筋肉があります。この模式図
では角層を強調していますが、それは皮膚表面から薬剤などの成分を導入するにあたって
一番課題となるバリアが角層であるからです。最近は経皮吸収型の薬剤も多く、ドラッグデ
リバリーシステムとして皮膚は非常に注目されていますが、肌の表面（つまり角層の表面）に
つけたものが、7～10列くらいある表皮細胞を超えて、基底細胞に到達し、さらにその下の

▲図 9 ALA＋Fe は分子量が小さいので肌に浸透する

真皮にまで到達することは非常に難しいと考えられています。また、角層のバリアを通過す
３．ＡＬＡ＋Ｆｅによる実験データ①
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る分子量の目安は500ぐらいといわれ、美容的な成分として有名なコラーゲンやヒアルロン
酸は非常に大きいため「表面から入る」と言っている化粧品でも実質的には角層止まりで、

【肌水分量】

下まで到達するのは難しいということになります。

変化なし

一方、ALA（分子量131.1）とFe（分子量55.8）は分子量が非常に小さく、そのままにしてお

１４％
やや改善

著明な改善

１４％

４３％

いても皮膚の中に浸透していきます。角層を通過して表皮細胞に到達したALAは、表皮細

改 善
２９％

胞のミトコンドリア内で反応して、多くの代謝水を生むとともに、ATP産生量が増えエネル
＜改善率＞
著名な改善：２０％以上
改善
：２０％未満１０％以上
やや改善 ：１０％未満

■結果：ＡＬＡ＋Ｆｅ溶液をエレクトロポレーションで導入した８６％に
水分量の改善がみられ、うち半数について著明な改善が見られた。

▲図 10 ALA＋Fe による肌水分量の改善効果

ギーを増やします。したがって非常に若々しくみずみずしい細胞、活力のある細胞ができる
と考えられます。さらにその深部の基底層に到達することができればターンオーバーも促進
され、さらに深部の真皮に到達することができれば、繊維芽細胞、コラーゲン、ヒアロルン酸
が質・量ともに変化をして、結果的にハリや弾力に満ちた、若々しい真皮になるのではない
かと考えられます。
▼肌に対する検証試験
今回、エレクトロポレーションにより、ALAとFeを含む溶液を週2回のペースで計4回肌に導
入し、その効果を検証しました。エレクトロポレーションは、基礎医学領域ではウイルスの遺
伝子導入によく使われる手法です。エレクトロポレーションを使うと、一時的に細胞と細胞の
間にすき間が空き、物質が通り抜けやすくなるため、最近では美容成分の導入で使われる
ことも多く、かなりポピュラーな手法になっています。

▲図 11 ALA＋Fe によるキメの改善効果

実験は、開始日と終了日に、目の外側の外眼角から１cm外方を測定しています。水分量は、
ALAとFeの溶液をエレクトロポレーションで導入した86％で上昇がみられ（図10）、そのうち
半数が20％以上の上昇率となっており、大幅に改善されたといえます。
図12はマイクロスコープで撮った写真です。一般的に言うキメは、皮膚科的には皮野とい
い、皮野のくぼんだところと盛り上がったところで構成される三角形が揃っていると美しい肌
といわれます。試験前の目元を見ると（図11・左上）、ペタッとしてそのラインがほとんど見え
ない状態です。これは乾燥肌に多い所見です。分かりやすいようにコンピューターで処理
したもの（図11・左下）を見ると、かなり潰れて平坦になっていることが分かります。試験後の
写真を見ると（図11・右上）皮野の形成が肉眼でも分かるくらい改善されていることが分かり
ます。

5

図12は、ALAとFeを人の繊維芽細胞に添加したin vitroのデータですが、3日間の培養後
にコラーゲンが1.4倍、ヒアルロン酸が1.2倍に増加するという結果が得られています。
▼アトピーから美容まで 広がる可能性
以上の研究結果から、エレクトロポレーションによるALAとFe溶液の4回の導入施術により、
角層水分量が大幅に増加し、皮野の改善が確認されました。
作用機序から考えると、水分量の上昇は予想通りの結果ですが、キメの改善が見られたと
いうことは、もしかするとALAが真皮にも働きかけて、ヒアルロン酸、コラーゲンが増えている
ということも想像できます。
▲図 12 ALA＋Fe によるコラーゲン、ヒアルロン酸の増加

今後は、メディカル領域ではアトピーの方の乾燥肌の改善、アトピー以外でも強い乾燥肌
の方への応用、美容領域ではシワや乾燥状態の改善などのアンチエイジングで応用が利
くのではないかと考えています。
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▲図 9 ALA＋Fe は分子量が小さいので肌に浸透する

３．ＡＬＡ＋Ｆｅによる実験データ①

▲図 11 ALA＋Fe によるキメの改善効果
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食品に含まれるALAについて
根岸由紀子│女子栄養大学栄養科学研究所准教授
女子栄養大学大学院栄養学研究科博士後期課程修了。筑波大学、恩賜財団母子愛育会総合母子
保健センター、彰栄学園彰栄保育福祉専門学校で栄養学に携わり、1994年、女子栄養大学栄養科
学研究所専任講師、食品成分分析担当就任。現在に至る。食品学、応用微生物学、発酵食品学、小
児栄養学、家政学（食品・栄養）の研究を専門とし、食品成分分析法の検討、食物栄養学的分析およ
び呈味成分分析、食品の機能性物質の検索とその利用などの研究に取り組んでいる。

▼食品中に含まれるALA量

食品中のアミノ酸

今日は食品中に含まれるALAの量と、実際に人が食べていると思われるALAの量の推定
結果についてお話しします。

たんぱく質構成アミノ酸

もともと私は、タンパク質を構成するアミノ酸の分析から入って、つぎに人体にとって一番必

必須アミノ酸

要な必須アミノ酸の分析、そして最近は呈味性があると言われている遊離アミノ酸について

遊離アミノ酸（呈味性）

分析を続けてきました。2年ほど前からは、「さらなるアミノ酸」ということでALAに魅力を感じ

さらなるアミノ酸→ALA

て研究を続けています（図13）。
まず食品中にALAがどれくらい入っているのかについて検討しました。食品成分表には
1000を越える食品がありますが、それらを全て測るわけにはいかないので、日本人がよく食

▲図 13 食品中のアミノ酸

べていると思われる食品を中心に検討を始めました。結果を表1に示します。

日本人は何を食べているか？

表1 食品中に含まれるALAの量
1位 だいこん

7位 にんじん

2位 キャベツ

8位 はくさい

3位 たまねぎ

9位 レタス

食品名

ALA量 [μg]

食品名

ALA量 [μg]

4位 じゃがいも

10位
10位 なす

米

未検出

キャベツ

1.3

5位 トマト

11位
11位 ねぎ

6位 きゅうり

12位
12位 ほうれん草

小麦粉

未検出

きゅうり

2.0

さつまいも

未検出

白菜

0.7

じゃがいも

7.0～9.0

春菊

5.2

野菜統計要覧「年間野菜購入量」より

▲図 14 日本人が食べているもの

日本人は何を食べているか？
各食品群で（％）
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豆製品
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1.0

りんご
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納豆
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0.2

21
4

日本酒
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枝豆

3

ワイン
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鯛、かれい

未検出

牛肉
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鮮魚

56

鶏肉
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5～45
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未検出

その他

22

塩干し他

11

黒酢
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大豆

5～7

2

魚介類

練り製品他

にんじん

日本人は何を食べているか？
各食品群で（％）

米
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麺類
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20
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いも類
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15

柑橘類

55

りんご

10

他

35

さといも

15

油脂

果実

植物油
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マヨネーズ

18

マーガリン

14

▲図 16 日本人が食べているもの（食品群の割合）②
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▲図 15 日本人が食べているもの（食品群の割合）①
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1.1

昆布
魚干物

0.7
未検出
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▼日本人の1日当たりALA摂取推定量は50μg
次に、日本人は今どれくらいの食事を摂ることになっていて、実際に何をどれくらい摂って
いるのでしょうか。2005年の食事摂取基準から考えていきます。まず、タンパク質、脂質、炭
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水化物はエネルギー比率で、ビタミン、ミネラルについては、上限値を超えないような摂り
献立作成（春2種）

朝食

飯
せりの卵とじ
味噌汁
果物
牛乳

朝食

パン
ハムエッグ
野菜スープ煮
牛乳

昼食

焼きそば
バナナヨーグルト

昼食

スパゲッティ－ボンゴレ
アスパラガスサラダ
いちご

夕食

たけのこご飯
鯛の塩焼き
清汁
肉じゃが

夕食

うどご飯
青椒肉絲
コーンスープ

方を目標にします。具体的にどういう食品で摂るのかについては、乳製品250g、野菜350g、
果物200gといったように目安量で考えます。
摂っているものについては、野菜の場合は実際に買って多く食べているものから考えまし
た（図14）。他の食品については、例えば乳製品なら乳製品全体を100%としたとき、そのうち
牛乳で80%、ヨーグルトで18%、チーズで2%といったように整理しました（図15、16）。
つぎに、これらのことを踏まえ、管理栄養士に理想的な献立を立ててもらいました（図17～
20）。そこから1日当たりのALA摂取量を計算したところ30.3～59.0μgという結果が得られま
した。ALAのことを考えずに立てた献立であるためやや数値に幅が出ましたが、平均すると

▲図 17 ALA 推計のための春の献立

47.6μgになります。私たちは1日当たり約50μgのALAを摂っているのではないかと推定す

献立作成（夏2種）

朝食

飯
厚揚げ焼き味噌炒め
トマトスープ
ぶどう
牛乳

ることができます。
推定量の算出には、食品で計測したデータを調理品に当てはめています。確認のため、
調理前と加熱調理後のALA量を測定したところ、ほぼ同等で、調理による損失はないと思

朝食

パン
卵とトマト炒め
牛乳

を推定することは可能ということです。
▼日本人はALAを食べ続けてきた

昼食

そうめん
豚しゃぶ
かぼちゃのミルク煮

昼食

ご飯
チャンプルー
清汁
すいか
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ご飯
かつおのたたき
ナスの揚煮
じゃがいもの味噌汁

夕食

チキンカレー
サラダ
桃ヨーグルト

われます。つまり、生の食材に含まれるALAの量が分かれば、調理品に含まれるALAの量

今回のまとめです。まず食品に含まれるALAの量についてこれまで全く報告がないため、
測定法を確立しました。また、食品に含まれるALAの量を測定することにより、食事中、また

▲図 18 ALA 推計のための夏の献立

は一日当たりどのぐらい摂っているかの推定を可能にしました。さらに、ALAは調べた中で

献立作成（秋2種）

は穀類に少なく、お酒や発酵食品に多く含まれるものがあることが分かりました。日本人は1
日に50μgぐらいのALAを取り続けてきたと考えられます。そういうことから考えるとALAは毎
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なすの味噌汁

日摂り続けても安全であるといえます。

▲図 19 ALA 推計のための秋の献立
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▲図 20 ALA 推計のための冬の献立
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▲図 18 ALA 推計のための夏の献立

▲図 20 ALA 推計のための冬の献立
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世界の作物生産に寄与するALA
葭田隆治│富山県立大学 客員教授
1963年東京教育大学農学部別科修了。農学博士（東京大学）。メルボルン大学農林学部客員研究員、
名古屋大学大学院農学研究科講師、富山県立大学短期大学部教授、中国内蒙古農業大学客員教
授などを経て、現職に至る。1970年日本作物学会賞、2001年園芸学会北陸支部会学術賞、2006年日
本作物学会貢献賞など受賞。著書に「作物生理・生態学大要」（共著・1994年）、「植物資源生産学概
論」（編著・2000年）など。

▼環境変化の中、作物の生産量をどう増やすのかが問われている
図2１は、作物（植物）の主要な4つの機能を示したものです。
①光合成の大きな作用は酸素を放出するところにあります。しかし植物は、日が出ている朝
から夕方まで常に光合成を行っているわけではありません。大体、早朝5時頃からお昼頃ま
で一生懸命働いてあとは昼寝（気孔が閉じて生産的には貢献しない）をしています。した
がって植物成長剤は植物が活性状態にあるときに使うのが効果的ということになります。
②呼吸は、光合成とは逆の二酸化炭素と水を出す反応です。光があるときを光呼吸、光の
ない時を暗呼吸といいます。ヒトと同じで、夜温が高く寝苦しい時は暗呼吸が激しくなります。
▲図 21 作物（植物）の 4 つの機能

③蒸散は、気孔を通して水を飛ばしたり、二酸化炭素を出したりします。気孔は主に葉の裏
側にありますが、葉の両面に気孔を持つ両面気孔の植物も存在します。葉の先端の水孔
から水を出す作用もあります。
④物質生産は植物の一番大事な機能です。植物は、ソース（葉っぱ）、シンク（光合成産物
受容器官、コメやイモ）、大量の光、水という条件が揃えば、あっという間に光合成が行われ、
生産物（糖や最終的にはデンプン）が作られます。これと同じことを我々が実験室で再現し
ようとしても瞬時にはなかなかできません。今日お話しするのは、この物質生産のどこに光
合成促進剤ALAを使うのかということです。農学においては、生産量をどれだけ増やせる
のかが一番重要です。2050年には世界の人口は81億人になるとも言われ、食糧の安定供
給がされなければ食糧危機の可能性もあります。世界的な異常気象、土壌環境劣化の中

▲図 22 地域別直播稲作面積の推移

で、どうやって生産量を増やすのかが、私たち研究者に課せられた課題といえます。
▼お米の栽培とALA
お米の栽培法には、田植え期に行う苗の移植方式と、アメリカやイタリアのように種籾を直
接田んぼにまく直播方式があります。農林水産省の資料（図22）を見ると、日本でも直播方
式が伸びていることが分かります。今なぜ直播方式が伸びているのかというと、省力栽培が
可能で、コスト削減ができるからです。デメリットとしては、お米がつき過ぎて登熟歩合（食べ
られるお米の割合）が下がる問題、除草の問題もありますが、そうは言ってもコスト削減は究
極の課題であり、直播方式が求められている状況に変わりはありません。
では、何がお米の収量を左右するのでしょうか。図23は稲穂の模式図です。お米には穂軸

▲図 23 穂上における強勢と弱勢えい果の区別

があり、1次枝梗（しこう）からさらに分枝しているところを2次枝梗と言います。1次枝梗と2次
枝梗の先端部は強勢えい果といい、どんなに条件が悪くても光合成産物が転流します。と
ころが環境条件が悪くなると、弱勢えい果には光合成産物が転流しないで死米、屑米が発
生します。したがって増収を実現するためには、弱勢えい果に光合成産物を十分に転流さ
せる必要があります。つまりは、ソース（葉っぱ）の機能を高める必要があるということです。
そこで、ALAを使い光合成を活性化させることで収量を上げることができるか、コシヒカリと
晩生種のてんこもりを使った実験を行いました（図24）。昨年度富山県は7月、8月の日照量
が非常に少なく、登熟歩合は65％位でした。今回の実験における対照（ALA散布なし）と
ALAを散布したものの登熟歩合を比べると、ALAの散布は、弱勢えい果で少なくとも20～
30%登熟歩合を高めるということが分かりました。

▲図 24 ALA による登熟歩合の向上

ひとつの穂の中に発生する弱勢えい果は約20～30％で、残りは強勢えい果になります。し
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たがって弱勢えい果の登熟歩合を高めることは、即、収量増につながります。また、強勢え
い果で見てもコシヒカリの場合、約5％登熟歩合を高めており、全体的にコメのシンク機能
が高まっていることが分かります。
収量を見ると（図25）、コシヒカリの場合、ALA散布で10アール当たり約100kg（約１俵半）の
増収となりました。弱勢えい果の登熟促進だけでこれだけ収量が上がるということです。ま
た、収量が増えてもお米がまずくなっては意味がありませんが、タンパク質、アミロースなど
の成分値、評価値から見て味の劣化がないことも確認しています。
これらの結果から、ALAは収量を増大し、しかも品質を劣化させない、まるで魔法のような
剤といえます。私は40年間こういう仕事をしていますが、普通の生育状態で稲の収量を高
▲図 25 ALA による収量増と味の維持

めることは至難の業です。逆に植物を枯らすことは簡単で、生理の分野では、異常から正
常へ、正常から異常へというのが普通の解析の仕方ですが、ALAの場合、正常からさらに
掛ける2乗ぐらいの効果が得られる、非常に画期的な剤ということができます。現在までのと
ころ、日本が世界に誇る植物成長調節剤としては、種なしブドウを作るジベレリンと矮化（わ
いか）剤がありましたが、そこにALAが加わることになります。
▼ほうれん草、ニンニクに対するALAの効果
図26は、ほうれん草にALAを使ったデータです。ほうれん草には硝酸とシュウ酸が含まれて
います。硝酸は胃の中へ入ると、腸内細菌によって亜硝酸に変わり、魚や肉の焦げからで
きる二級アミンと反応して、ガンの変異原性物質ニトロソアミンに変わります。シュウ酸は、悪

▲図 26 ALA によるシュウ酸の低減効果

いことばかりではありませんが胆石の原因になる場合があります。そこで、硝酸とシュウ酸を
減らすことができないか実験を行いました。ALAを50ppmかけると、対照区に比べて硝酸態
窒素が約10％減少しました。なぜALAを使うと硝酸含量が減少するのかというと、成長が拡
大することによる希釈効果が考えられます。肥料がたくさんあると、その肥料をどんどん吸
い上げてしまうためこういう傾向はなかなか認められませんが、節度ある施肥にしておくこと
で硝酸含量を抑えることが可能になります。我々世代は先人に、ほうれん草は湯がいて食
べるよう教えられてきましたが、最近の学生は油で炒めて卵でとじる食べ方をします。この
食べ方だと硝酸を100％摂取することになります。したがって硝酸をできるだけ含まないよう
なほうれん草を作ることも大事です。

▲図 27 ALA によるニンニクの増収効果

アメリカではデザイナーフーズ（がん予防に効果のある食品）の野菜における一番手として
ニンニクが位置づけられています。そこで、ニンニクに対するALAのデータを紹介します
（図27）。ニンニク栽培は、できるだけ大球であること、トータル収量が多いことが求められま
すが、ALA散布により増収するという結果が得られました。濃度によっては40%ぐらいの増収
効果も確認されています。
▼ALAへの期待と今後の取り組み
ALAには、コンスタントな増収効果、品質改良効果があることが分かっており、今後ますま
すALAが作物生産に使われていくのではないかと期待しています。
私は大学の教員ですが、家に帰ると百姓もやっています。図28は、私が作ったお米です。

▲図 28 強勢えい果（左）と弱勢えい果（右）

右のお米の中に見える青いものが、先ほど申し上げた弱勢えい果です。精米するとあまり
分からなくなりますが、普段食べているお米の中にも、こういう青米が入っている割合で味
を大きく左右しています。やはりきちんと光合成が行われ、デンプンが蓄積されたお米が一
番おいしいわけですから、今後はそういうお米を皆さんに楽しんで消費していただけるよう
な生産ラインを作りたいと考えています。そういうことに皆さんと一緒に取り組みながら、日
本の食、世界の食を豊かにしていく。そのために頑張らなくてはいけないという気持ちで
いっぱいです。
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▲図 22 地域別直播稲作面積の推移

▲図 25 ALA による収量増と味の維持

▲図 23 穂上における強勢と弱勢えい果の区別

▲図 26 ALA によるシュウ酸の低減効果

▲図 24 ALA による登熟歩合の向上

▲図 27 ALA によるニンニクの増収効果
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ALA最新報告（ALA含有肥料について）
渡辺圭太郎│コスモ石油株式会社中央研究所
1989年明治大学農学部農芸化学科卒業。同年コスモ石油（株）入社。以来、研究所でALA生産技術
開発およびALAの植物への影響に関する研究、廃水処理研究等に取り組む。2008年中央研究所事
業開拓グループ長に就任し現在にいたる。2007年東京農工大学でALAによる植物への効果、特にス
トレスに対する改善効果の研究により博士（農学）取得。

▼世界に広がるALA含有肥料
本日はALA含有肥料の特徴と、収量の増加だけではなく、品質にも効果があるということに
ついて、ヨーロッパ等の最新データを用いてご紹介させていただきます。
ALA含有肥料の特徴は、効果を最大限に発揮できるようALAの量はもちろん、マグネシウ
ム、鉄などの微量成分、窒素、リン酸、カリウム等の主要肥料成分が適切に配合されている
ところにあります。現在、日本はもとより、ヨーロッパを中心に、中国でも販売が開始され、
ALAは世界に広がっています（図29）。

▲図 29 世界に広がる ALA 含有肥料

▼光合成とALA
植物のはたらきとしては光合成が一番重要です。光合成は、光のエネルギーを使って、
CO2、水、栄養等を吸収し有機化合物を作るはたらきですが、この光合成の中でALAが重
要な役割を果たします。ALAは、光エネルギーを獲得するためのクロロフィル、肥効促進・
呼吸調節・環境ストレス軽減などを司る酵素のもとになるヘムになります。つまりALAは光合
成を活性化させる物質ということができます。
▼ヨーロッパにおける最新データ
ルーマニアにおけるキャベツのデータをご紹介します。ちょうど1年前の寒い時期に始めた
栽培試験ですが、収穫されたキャベツの玉を見るとALAを使用したほうが非常に大きくなっ

▲図 30 ルーマニアにおけるキャベツの試験データ

ていることが分かります（図30）。農家さんからは、収量が10～15％上がったこと、栽培初期
の低温に対する耐性が向上したこと、収穫が1週間早まったこと、中身の詰まった作物がで
きたこと、その結果として商品価値も高まったことで非常に高い評価をいただきました。
つぎにドイツにおけるホップのデータをご紹介します。この試験は76haの大規模トライアル
で非常に信頼性の高いものです。結果は約9％の増収ですが、ここで注目すべきは、増収
に加えてホップ中のアルファ酸濃度が増えている点です（図31）。アルファ酸はビールに欠
かせない苦味成分で、農家さんがホップの増収を考える場合、単なる収量増よりもむしろ
ホップ中のアルファ酸濃度が気になるところです。今回はホップ収量、ホップ中のアルファ
酸濃度ともに増えており、農家さんには大変喜んでいただきました。また、76haという大規
模栽培において、収量だけでなく品質も向上したというのは大きな成果と考えています。

▲図 31 ドイツにおけるホップの試験データ

▼厳しい肥料制度を持つ中国で認可されたALA含有肥料
昨年、ALA含有肥料が中国において肥料として認められました。中国の農業／市場では
今、人口増加もあって収量の向上が求められています。さらに日本市場、外国市場への進
出を考えると品質向上も重要です。しかしながら中国は、連作障害、冷害、塩害、アルカリ
害、乾燥害、日照不足等、日本の農地に比べ非常に恵まれておらず、生育ストレスが多い
地域です。私どもはこういう場所でこそALAの効果が期待されると考えています（図32）。餃
子事件以降、中国産に対して良いイメージを持っていない人もいらっしゃるかもしれません。
また中国の肥料制度に対して懸念される方もいらっしゃるかもしれません。しかし中国は非
常に厳しい肥料制度を持っています。我々は中国の公的試験場で13作物の試験を行いま
▲図 32 中国の農業、市場に求められるもの

したが、それは有意差が出て初めて申請できるというとても厳しいものでした。さらに効果が
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確認された場合でも、ALAのような、これまで使ったことのない肥料成分に対する審査の
ハードルは高く、中国の審査会で我々は、ALAの有効性をいちから一生懸命説明し、よう
やく認可され、販売できるようになりました。
▼中国における最新データ
ヨーロッパ同様、中国においてもトマト、ホップなどいろいろな作物で効果が出ています（図
33）。本日は一番効果が高かった油麦菜（ヨウマイツァイ）のデータを紹介します。油麦菜は
日本ではあまり出回っていない葉物野菜ですが、中国では野菜炒めや鍋に使われる一般
的な野菜です。試験は中国の代表的な温室である日光温室（片面が土壁のビニールハウ
▲図 33 中国における試験データ

ス）で行いました。ALA含有肥料を使うと、光合成活性が高まり、収量は約4割も増加してい
ます（図34）。一般的に作物を同じ場所で作り続けていくと土が悪くなっていきます。日本の
場合、水で悪いものを洗い流すこともできますが、中国では水が貴重なため日本と同じよう
にはいきません。今回の結果は、中国の非常に厳しいストレス環境によってALAの効果が
強く出たものと思われます。また品質に関しても、ビタミンＣ、可溶性糖が増えています（図
35）。中国の作物においても、ヨーロッパ同様に収量向上と品質向上という結果を得ること
ができました。
▼ALAの可能性

▲図 34 中国における油麦菜の増収効果

最後にまとめとして、もう1度光合成とALAの関係を説明します（図36）。光合成はＣＯ2を取
り込んで有機物を合成します。さらに肥料成分を取り込んでアミノ酸などの物質生産を行う
のが植物の働きです。そこにALA、マグネシウム、鉄を入れることによって葉緑素やヘムな
どが増えます。するとＣＯ2がたくさん取り込まれて光合成が行われるので収量や品質向上
につながります。また、近藤先生のご講演の中で、ヘムは動物の体内でいろいろなものに
変わり効果を示すというお話がありましたが、植物においてもヘムがいろいろな酵素とはた
らくことによって、ストレス耐性が生まれると考えられています。ALAは収量に対する効果だ
けではなく、品質向上やＣＯ2の取り込み、環境耐性の向上という効果も生み出します。
研究者としての私の夢でもありますが、ALA含有肥料が植物本来の能力を引き出すことで、
農作物栽培の改善だけではなく、食糧問題や地球環境改善にも貢献していきたい、ALA

▲図 35 中国における油麦菜の品質向上効果

にはそういう芽があると考えています。

▲図 36 光合成と ALA のはたらき
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▲図 30 ルーマニアにおけるキャベツの試験データ

▲図 34 中国における油麦菜の増収効果

▲図 31 ドイツにおけるホップの試験データ

▲図 35 中国における油麦菜の品質向上効果

▲図 33 中国における試験データ

▲図 36 光合成と ALA のはたらき
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総括
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。東京大学名誉教授。現在は、（財）日本土壌協会・会
長。中央環境審議会委員・土壌農薬部会長。世界の問題土壌や地球環境問題の修復に向けての研
究に専念。2005年、環境功労賞受賞。2009年、中国・友誼賞受賞。「食と大地」（共著）ドメス出版
（2003）など著書多数。

本日は長時間にわたり誠にありがとうございました。ALAサイエンスフォーラム第2回マスコミ
セミナー「注目のアミノ酸ALA 最新研究報告」を無事開催することができました。
我が国では、ある物質の効果が発表されると、その効果がなぜ起こっているかということより
も、その効果の出口、つまり「こんな効果がありました」ということばかりが声高に伝えられ、
すぐにそれに飛びついてしまうような傾向があります。私どもは、そういう現象的なことより、
なぜそういうことが起こっているのか、どういう機能を持って発現しているのか、それらを科
学的に究明していこう、そういう考えの下でALAサイエンスフォーラムを運営しています。
日本におけるALAの研究発表は今から約20年前、日本農芸化学会という大きな学会で行
われました。しかしながら、ALAという物質の大量生産法が当時は確立しておらず、ALAは
生化学薬品や試薬としてわずかな量が流通する大変高価なもので、今日のような大規模な
実証試験を展開することはできませんでした。その後、コスモ石油さんの努力により、発酵
法によるALAの大量生産が可能になったことで、さまざまな実証試験が積み重ねられ、2年
前に第1回マスコミセミナーの開催に至ったといういきさつがあります。
今回の第2回セミナーでは、植物におけるALAの動態はもとより、身近な化粧品として扱っ
た場合にどのような効果があるのか、なぜそうなるのかについて科学的なデータを基に紹
介させていただきました。私の口から申し上げることではないかもしれませんが、これだけ高
度な実験データを基に発表が行われるのは極めて稀なことです。私自身、今回の第2回セ
ミナーはかなりの自信と満足度を持って皆様にお伝えすることができたのではないかと思っ
ています。残念ながら時間が限られているため、説明が足りない部分もあったかもしれませ
ん。もしご不明な点がございましたら、ALAサイエンスフォーラムまでお問い合わせいただき、
科学的な知見に基づいたALAの効能をご理解いただければと思います。
今後ともALAサイエンスフォーラムに絶大なるご支援を賜りますことを祈念いたしまして、私
の御礼の言葉を総括とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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