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講演記録

微生物工場：ユニークな微生物機能の探索・開発と産業利用
清 水

昌

京都大学大学院農学研究科教授
座長：永井

和夫

中部大学生物機能開発研究所長
それでは，本日最初の講演を始めさせていただき

るのではないかと思います．どうぞ皆さん御清聴

ます．

ください．

座長は，中部大学生物機能開発研究所所長，永
井和夫先生にお願いいたします．
永井先生，よろしくお願いいたします．

清水先生，よろしくお願いいたします．
○清水昌（京都大学大学院農学研究科教授）
永井先生，どうも御紹介ありがとうございまし

○座長（永井和夫中部大学生物機能開発研究所所

た．京都大学の清水です．よろしくお願いいたし

長）

ます．

皆様，よくいらっしゃいました．最初のご講演

きょうは，この中部大学のライフサイエンスフ

を司会させていただきます生物機能開発研究所

ォーラムにお招きいただきまして，私のつたない

の永井です．

話を聞いていただけますことを最初にお礼申し

最初の御講演は清水昌先生にお願いしており
ます．お手元のパンフレットに御略歴が書いてご
ざいますので，特に詳しくは申し上げませんけれ

上げます．学長先生，諸先生方初め皆様，本当に
きょうはありがとうございます．
それでは話をさせていただきます．タイトルは

ども，京都大学農学部農芸化学科を出られまして，

ここに書いてありますように，「微生物工場：ユ

現在は京都大学大学院農学研究科の教授をして

ニークな微生物機能の探索・開発と産業利用」で

いらっしゃいます．

す．簡単にいいますと「私たちの暮らしに微生物

恐らく今日は非常に広範なお話が伺えるので
はないかと思いますけれども，清水先生は微生物

がどんなに役立っているか」という話をしたいと
思います．

の隠れた能力を探し出して，それを実際に人の役

私の名前は清水昌ですが，「昌」は「さかゆ」

に立てるという研究に関しましては，世界でも指

と読みます．変わったなまえですね．親が何か間

折りの先生のお一人でいらっしゃいます．

違ってつけたんだろうと思うのですが，多分，日

実際に思いがけないところから思いがけない

本で一つしかない名前だと思います．「しょう」

菌を何とかして探し出してくる．さらにそれを手

とか「さかえ」という方でしたらおられると思い

懐けて，人の役に立つように能力を最大限に発揮

ますが，「さかゆ」というのはないですね．これ

させるというご研究でございます． いわゆる農

は多分親が「商売が繁盛する」という意味でつけ

芸化学という分野で培われてきた微生物に関す

てくれたのだと思っています．

る研究，日本酒に代表されますような，微生物に

私，今こういう商売をしておりますが，余り繁

関する深い造詣と申しますか，微生物に対する愛

盛しているかどうかはわかりませんが，私自身こ

着が清水先生のご研究でさらに大きく花開いた

の名前が気に入っています．というのは，太陽を

という感じをいつも私は抱いております．本日は，

意味する日が二つついています．ダブルサン，お

その御研究の一端をわかりやすくお話いただけ

日さんが二つあるという意味で，ある意味で非常
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にパワフルな名前だと思っています．そういう意

われたのではないでしょうか．ですから技術で国

味で親には感謝していますが，とにかく読めない

をつくっていかないといけない．少なくとも私は

のはいろいろとまずいことがありまして，ここで

そのように習いました．もちろん石油も出ないし，

は申し上げませんが，非常に困ったことが多々あ

穀物も余りないです．でも，このスライドに書い

ります．

てありますが，「日本は，微生物の資源大国で

それから，もう一つ変わっているものがありま

す！」微生物を資源と言うかどうかは，いろいろ

す．何が変わっているかおわかりになるでしょう

意見はあるかと思いますが，資源というのであれ

か．それは，研究室の名前です．「発酵生理及び

ば，日本は多分世界で１番の資源大国だと思いま

醸造学」，非常にわかりやすい名前ですが，ちょ

す．

っと変ですよ．これも多分，日本に一つしかない

きょうの話は，そういうことがベースになって

名前かと思っています．どこが変わっているかと

いますよ，ということを最初にここで示しておき

いいますと「及び」がついています．これもほと

たいのです．このスライドにある石碑には「菌塚」

んどないと思います．これも研究室ができた９０

という文字が彫られています．これは，京都大学

年ほど前につけられて今までずっと続いている

の近くにある「曼珠院」というお寺にあります．

名前です．ですから，これは私がつけたものでは

微生物のお墓です．こんなものがあるのは日本だ

ありません．こんな名前がついていますから，先

けです．私たちのために命を落としていった，も

日もこんなことがありました．知らないおばさん

の言わぬ小さき者たちに対する日本人の優しい

から電話がありまして，
「大根の漬物を 200 本漬

心情の表れではないでしょうか．ヨーロッパに行

けた．それがうまく漬からない．どうしたらいい

ったらこんなものはありません．西洋では微生物

だろうか？」というのです．私も「そんなのはし

は単なる「ばい菌」です．こういうことがベース

ようがないですよ．捨てなさい」と申し上げたの

になっていて，日本は微生物のバイオテクノロジ

ですが，200 本漬けるというのはかなりのもので

ーに関しては，やはり世界で一番進んだ国と言っ

すよね．それを捨てろというのはちょっと残酷か

ても間違いではないと思います．

とは思ったのですが．多分こういうことも｢発酵

なぜ日本が微生物の超資源大国なのかと言い

生理学｣という研究室の名前を頼りにして聞いて

ますと，次のスライドを見ていただければよくわ

来られるのではないかと思います．もちろん「及

かるかと思います．これは，日本の地図ですが，

び醸造学」とありますので，現在では，醸造学の

日本は南北に細長くて，山があり，川があり，平

研究をしているわけではありませんが，５時以降

野もあればいろいろ地形も変化に富んでいます

になりますと醸造学が盛んな研究室ではありま

し，周りは海です．それから四季の変化というの

す．

があります．よく調べてみるまでもなく，こんな

きょうお話する内容は，私たちのくらしを支え

国は世界中探しても，ないです．この地図には，

ているミクロの働き者についての紹介です．非常

排他的経済水域も示されています．よく，日本は

にシンプルな話ですので，私自身もリラックスし

狭いと言いますが，こうして見ますと結構広いで

てさせていただきます．皆さんも，どうぞリラッ

す．地図は平面的に書いてありますが，上下とい

クスして聞いてください．難しい話は何も出てき

うのがあります．日本海溝はものすごく深くて，

ません．

ですから，立体的に見みますと，日本は結構でか

皆さん，ここには若い方も年配の方もいろいろ

い国ですね．このように，日本は自然が変化に富

おられますが，多分，中学校とか高等学校のとき

んでいますし，四季の変化というのもありますし，

に社会科で，日本は非常に資源が乏しい国だと習

つまり，日本では自然は刻々と変化します．
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皆さん，土１グラムの中に微生物はどれぐらい

事なことを挙げています．私たち日本人は，結構

いるか御存じですか．微生物学の教科書には大体

微生物と上手に共存しています．昔から日本には

１億ぐらいいると書いてあります．それは余り信

いろいろな漬物と味噌とか，醤油，酒とか発酵食

用しない方がいいかと思いますが，それくらいは

品がやたらとたくさんあります．これは，やはり

いると思ってください．１億いても，例えば砂漠

周りにいろいろな微生物がいますので，それらを

の土１グラムの中に同じだけいたとしても，砂漠

うまく使って発酵食品のテクノロジーが発展し

は年中砂漠です．ですから，そこにいる微生物は

てきたと考えるのが普通ではないでしょうか．

大体似たようなものしかいないのです．ところが

微生物は目に見えないです．もちろん動物では

日本ですと，例えば，今日，中部大学の土を取っ

ないですが，家畜の一種みたいなものです．です

てきてその中にいる菌と，1 カ月後とか２カ月後

から「微生物は一番小さな家畜です！」と言われ

に同じようなところで取ってきた土の中にいる

た先生もおられます．まあ，日本人は農耕民族で

菌とでは，菌の種類はかなり違います．つまり，

ずっと定住して，畑を耕したり田んぼをつくった

すごく多様性に富んでいます．そのことが，この

りしてやってきましたので，結構微生物と共存で

スライドに書いてあります．以前に，DTI といい

きています．例えば，ヨーロッパの人たちは微生

まして，イギリスの経済産業省みたいなものです

物を余り好きじゃないと思います．多分，嫌いな

けれども，その DTI の方々が，「日本はなぜこう

のではないでしょうか．なぜかといいますと，皆

いう微生物のバイオテクノロジーが非常に強い

さんよく御存じのように，彼らは，ペストとかコ

のか」ということを調査するために，私たちの研

レラがすごく流行して，何回もひどい目に遭って

究室にインタビューにこられたのです．そして私

います．それだけある意味で自然が厳しかったと

が説明しましたら，彼らは報告書にそのことを，

いうことで，微生物と敵対しながらやってきたと

今私が述べましたようにまとめたのです．どちら

いうことですね．

にしても，我々自身はこれが普通のことで，特別

もう一つは，いわゆるケミカルインダストリー，

な認識はないのですが，世界の人が見るとこんな

バイオに強い化学工業が結構日本にはたくさん

認識になるということです．

あります．例えば，新聞の株式欄の化学の項を見
ていただいたら，結構たくさんの化学会社があり

Base of Japan’s Microbial Biotechnology

ます．それらのほとんどは微生物のバイオのプロ

Japan is a country rich in microbial resources.
We have high affinity to microorganisms, that has been
obtained traditionally and environmentally.
●There are many active chemical industries using bioprocesses.
●
●

セスを持っていて，何かを製造しています．大き

Percentage of patent
applicants in industry sector

微生物との共存ができます
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いところもあれば小さいところもあるわけです
が，この図は，そういう化学会社が特許を出した
ときに，どういう特許を出しているかというのを
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豊かな微生物資源が
あります
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バイオに強い化学工業があ
ります

このスライドにまとめてありますが，日本の微

欧米と日本で比べたものです．欧米ではメディカ
ルの特許が圧倒的に多いですね．ところが，日本
はメディカルもありますが，ケミカルの特許も結
構あります．このことは，日本にはアクティブな
ケミカルインダストリーがたくさんあります，と

生物バイオテクノロジーのベースになっている

いうことがベースになっているのだと思います．

特徴を挙げてみますと，今言いましたように微生

微生物バイオテクノロジーの分野で今日まで

物資源が非常に豊かですということをまず挙げ

どれだけ日本が強かったか，あるいはこれからも

ねばなりません．それからここにあと二つほど大

強いかということは，例えば，この図をごらんに
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なれば分かっていただけると思います．これは，

ています．従って，これは，ヨーロッパの会社が

微 生 物 バ イオ テ ク ノ ロジ ー で 製 造さ れ て い る

トップシェアというように分類されていますが，

様々な生産物のリストみたいなものです．世界で

技術自体は日本のものです．異性化糖も同じです．

の生産量とそのトップシェアがどの国によって

アメリカがトップシェアですが，これも，技術は

占められているかを示しています．アミノ酸とか

日本です．ですから，このスライドをご覧になり

有機酸，糖，医薬品中間原料，大量生産型化成品

ますと，日本は強いということは直にわかると思

など，この図に示されている８割方の製品が，日

います．また，このスライドからは，微生物バイ

本がトップシェアを占めています．ＥＵのものも

オテクノロジーの分野では，日本は技術で世界に

いくつかあります．例えば，ニコチンアミドはス

貢献して尊敬されているということもわかるの

イスのロンザという会社が年間数千トン製造し

ではないでしょうか．

酵 素 変 換 プ ロ セ ス の 実 用 化 例 （1984-200３）
アミノ酸

ヌクレオチド
甘味料

油脂

ビ タミン

化成品
医薬中間体

生 産 物
アスパラギン酸
ドーパ
ヒドロキシプ ロリン
5 ' - イ ノ シ ン 酸 ， 5 '- グ ア ニ ル 酸
パ ラチ ノー ス
アスパルテーム
ラ クトシ ュク ロ ー ス
ガ ラク トオ リゴ糖
マル トトリオ ース
機 能化 ステビア甘味 料
テアンデオ リゴ糖
トレ ハ ロー ス
ニ ゲロオリゴ糖

生理活性脂質

高度不飽和脂肪酸
ニ コチ ンアミド
安 定化 ビタミンC
リン酸 化 ビ タミンC
パ ントテン 酸 中 間 体
アクリルアミド
光 学 活 性 エ ボ キ シド類
ヘ ル ベ ッサ ー’中 間 体
D - p- ヒ ド ロ キ シ フ ェニ ル グ リ シ ン

光学活性アルコール類
低 アレ ルゲン米

年
1984
1986
1994
1999
2003
1984
1987
1990
1990
1990
1993
1994
1995
1998

1989
1990
1998
1998
1998
1990
1999
1999
1985
1985
1992
1979/95

2000
1991

団 体 ・企 業
味の素
三菱化学
京 都 大 学 /味 の 素
協和発酵工業
富 山 県 立 大 学 /味 の 素
新三井製糖
東ソー
林原
日新製糖
日本食品加工
東邦レーヨン
旭化成
林原
日本食品加工
キリンビール
武田薬品工業
不二製油
花王
日清製油
京 都 大 学 /サ ン トリ ー
京 都 大 学 /L onza
林原
協和発酵工業
京 都 大 学 /第 一 フ ァ イン ケ ミ カ ル
京 都 大 学 /三 菱 レ ー ヨ ン
ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー/キ ャノン
田辺製薬
京 都 大 学 /カネ カ
京 都 大 学/カネ カ
東 京 大 学 /資 生 堂

工
模
模
酵
酵

程
型バイオリアクター
型バイオリアクター
素 法
素 法

酵 素 法 バ イオ リアク ター

酵 素 法
酵 素 法
酵 素 法
固 定 化 バ イオ リアク ター

酵 素 法
固 定 化 バ イオ リアク ター

酵 素 法
酵 素 法

固 定 化 バ イオ リアク ター

酵
酵
発
酵
酵
酵
酵

素
素
酵
素
素
素
素

法
法
法 ／ 酵 素 法
法
法
法
法

固 定 化 バ イオ リアク ター

酵
模
酵
酵
酵

素 法
型バイオリアクター
素 法
素 法
素 法

この表も似たようなものです．どんな製品がどん

の表からは非常に多くの会社がいろいろなもの

な会社で微生物バイオのプロセスでつくられて

をつくっているということもわかります．

いるかについて，代表的なものを表にしてみまし

それから，この表には示されていませんが，そ

た．いろいろなものがつくられているのですが，

れぞれの産物の生産を担っている微生物は，その

この表では，特に，酵素法という酵素変換のプロ

ほとんどが，自然界，天然から探索（スクリーニ

セスでつくっているものをまとめてみました．最

ング）によって生産能力が優れたものとして得ら

近 25 年から 30 年ぐらいの成果の一部です．アミ

れたものです．さらに，それを育種というか，要

ノ酸，呈味性ヌクレオチド，糖類，甘味料，機能

するに飼いならして，それが実際の製造に寄与し

性脂質，ビタミン類，医薬品中間原料，化成品な

ているのです．決して実験室でよく使われている

ど，今や様々なものがつくられています．また，

ポピュラーな菌をいじくってやっているのでは

この表には，それぞれの生産物を実際に製造して

ありません．そういうことができるのは，最初に

いる会社の名前も示されています．ですから，こ

言いましたように，日本は微生物の資源大国．で
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すから，探したらそういうものがいますというこ

ポールに，アクリルアミドの工場が横浜にと，こ

とと関係があるかと思います．

の世界地図にありますように，世界中に私たちの

それから，もうちょっとこの表を仔細に見てく

微生物工場ができています．こういうことは，純

ださい．例えば，京都大学/味の素とか，富山県立

粋な学問，サイエンスとはちょっと違うと思われ

大学/味の素とか，京都大学/第一ファインケミカ

る方もおられるかも知れませんが，私たちの研究

ル，京都大学/サントリー，京都大学/三菱レイヨ

室はこういうことが好きで，こういうことができ

ン，京都大学/カネカ，東京大学/資生堂とか，大

るとすごくうれしいので，結構こういうことに価

学から発信して企業と一緒になってやったとか，

値観を持っている人が集まっている集団なので

あるいは大学と企業が一緒になってやったもの

す．

が結構あります．これは，微生物バイオテクノロ
ジーの分野では，産学の連携というようなことが
言われるずっと以前から健全にそういうことを
やってきたという一つの証でもあるわけです．
この表と似たようなものを，例えば，アメリカ
や ヨ ー ロ ッパ で 作 っ たら ど う な ると 思 い ま す
か？こんな立派な表ができるでしょうか？でき
ません．もっと貧弱な表で終わってしまいます．
それだけ実力と実績が違います．こういう分野は
日本が強いということです．

ユニークな微生物酵素を探索する
-多様性(diversity)をどのようにしてつくりだすか-

Low-tech スクリーニング（従来からの手法）
Nature’s diversity
対
象：多様な微生物や酵素系
ソ ー ス：自然界（数10億年の進化）
変化の幅：自然界の進化（無限の変化）
育
種：菌株の改良（ランダムな突然変異）

High-tech スクリーニング（最近の分子生物学的手法）
Man-made diversity
対
象：１～数種の酵素または遺伝子
ソ ー ス：実験室（短時間の人為的進化）
変化の幅：ランダム変異、DNAシャフリング、部位得意的変異など
育
種：特定の遺伝子の分子生物学的改良
● 時間というものは思いもよらないものをつくりだします。
● 時間というものがつくりだす事柄を、人の手で早めようとすると失敗することもあります。

微生物工場：世界で活躍する
京大Hakko Labプロセス

Industrial Application of Microbial Reactions
(Academia / Industries)
Product
★Acylamide
Stabilized Vitamin C

Year Organization

★D-p -Hydroxyphenylglycine 1990 Kyoto Univ. / Kaneka Corporation
Hypoallergeniｃ rice

それでは，少し研究の話をしてみます．その前に，

1985 Kyoto Univ. / Mitsubishi Rayon Co., Ltd.
1990 Okayama Univ. / Hayashibara Co., Ltd.

先ほど「有能な微生物は探したら幾らでもいま

1991 Tokyo Univ. / Shiseido Co. Ltd.

★DOPA

1994 Kyoto Univ. / Ajinomoto Co. Inc.

★Nicotinamide

1998 Kyoto Univ. / Lonza Group, Ltd.

す！」ということを言いましたが，では，
「探す」

★Polyunsaturated fatty acid 1998 Kyoto Univ. / Suntory Ltd.
★Pantothenate intermediate 1999 Kyoto Univ. / Daiichi Fine Chemical Co., Ltd.
★Chiral alcohols
5'-IMP, 5'-GMP

2000 Kyoto Univ. / Kaneka Corporation

ということ，これを「スクリーニング」といいま

2003 Toyama Pref. Univ. / Ajinomoto Co., Inc.

すが，これは，どういうことかについて話してお
“Microbial Factories”
Factories”
developed ｂｙ Hakko Lab.
through collaborations
with industries are good
examples of
“White Biotechnology”
Biotechnology”

きましょう．また，「何を探しているのか？」と
いうことについても少し説明する必要がありま
す．微生物が示す多様性の中にいろいろユニーク
で私たちの生活に役立つ能力というか機能とい

先ほど，大学と産業が一緒になって仕事を展開し

うか，結局はそういうものを見つけ出すことがス

た例があると言いましが，そういうものだけを取

クリーニングなのです．能力というとイメージと

り出して表にするとこんな表になります．この表

してなかなか難しいかもしれませんが，例えば

では京都大学がたくさん出てきますね．実は，こ

100 メートルを走る能力，皆さんの中で，100 メ

の京都大学はみな「発酵生理学研究室」すなわち，

ートル競走でオリンピックに出て金メダルを取

私たちの研究室です．当然，ものをつくるという

れる人はいるでしょうか．普通，速い人でも 100

ことは，工場ができるということになるわけです

メートル 13 秒くらいです．13 秒の人を訓練して

が，私たちの研究が基になって，パントテン酸の

も金メダルは取れないです．やはり 10 秒ぐらい

工場が高岡に，キラルアルコールの工場がシンガ

の人を探してこないとだめです．それを訓練した
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ら金メダルが取れるかもしれません．探すという

という意味もあります．大学の人手はもちろん学

のは多分そういうことだと思います．ですから，

生さんです．すごくたくさん若い人がいます．そ

100 メートルを 10 秒ぐらいで走れる人に重量挙

ういう人をどのように仕事の中に取り込んで一

げをやりなさいと言っても，それでは金メダルは

緒にやってもらうかというところがすごく大事

取れません．やはり持っている能力はみなそれぞ

になってきます．学生は，授業料を払って仕事に

れ違います．それをうまくどのようにして見つけ

参加するわけです．会社はどうかというと，これ

てくるかということがスクリーニングというも

は逆です．サラリーをもらって仕事をするわけで

のです．長年の自然の進化の蓄積でできた生命あ

す．ですから，全然シチュエーションが違います．

るいは生物の多様性というものの中から目標と

もちろん会社の研究者は，Quality の面から見た

する能力を探し出すのです．最近では，進化工学

ら学生とは全然違いますし，ですから，やった仕

とかいって，人間が進化の蓄積を，時間を圧縮し

事に対して給料がもらえるのです．両方とも同じ

てつくり出すテクノロジーもできています．どっ

人間ですが，まったく違いますよね．その辺のと

ちがいいとか悪いとかという話じゃないのです

ころをどのように考え，どのように人手を使いこ

が，自然が作り出した多様性（Nature’s diversity）

なすか，という部分がすごく大事じゃないかと思

と 人 間 が 作 り 出 し た 多 様 性 （ Man-made

います．

diversity），これらをうまく使いこなして，探し

もう一度，「探すということはどういうこと

てゆくこと，サイエンティフィックに言いますと，

か？」に話を戻しましょう．探すということを論

そういうことになるのだと思います．

理的に説明するのはすごく難しいです．これは，
イギリスの Current Opinion in Biotechnology と

ー 大学の研究 VS

企業の研究 ー

いう雑誌に，
「探すということはどういうことか」
を書いてくれと言われて書いたものです．一応そ
れなりに書いてあるのですが，私は，原稿の段階
で，探すということは，ある一面こういうことが
ありますよと書いたのです．どういうことかとい
いますと，”Something like a midnight walk
without moonlight”と書いたのです．非常に簡単
な英語です．もちろん，これだけではないです．
こういう部分がありますよということです．しか

私は大学にいます．それで，微生物工場ができ

し，編集者から，「そんなこと書くな．これはサ

るという状況を喜んでいるわけです．ですから，

イエンスだ．だから書くな．」と言われました．

研究と言う立場から見ると，大学でやることと企

で，一応，削除したのです．しかし，ちょっと腹

業でやることが，私たちの場合には割合似たよう

が立ちましたので，もう一度こんな風に書いてみ

な感じのことになってしまいます．じゃ，私たち

ま し た ． ”Something like ｍ aking a voyage

のやっている仕事で，大学の研究と企業の研究は

without a compass”，意味は同じですね．

何がどう違うのかという話になります．このスラ

そうしますと編集者は怒り出して，これは文学

イドに二つほど書いてあります．Man power（人

の雑誌じゃないからサイエンティフィックに書

手）と Flexibility（研究における融通性）です．

いてください．私自身は，探すということはどう

私は一番違うのは人手だと思います．それは人数

いうことかということの本質というかエッセン

という意味もありますし，それから Quality(質)

スのつもりで，こういう部分が必要だ，と書いて
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みたのです．最終的にでき上がったものには，こ

す．いかにして菌を殺したらいいか．医学の微生

ういう文言がすっぱり抜け落ちています．せっか

物学です．先ほど言いましたが，日本の微生物学

くスクリーニングで成果を出している人間がい

は農学から来た微生物学で，明治時代に両方が一

っているのですから，削除しなくていいのに，そ

緒になって日本独特の展開をしたと理解してい

の方がよくわかると思ったのですが，，，，ここに

ただければよいかと思います．

西洋の人がおられたら，済みません．彼らは，あ
まりこういうことわからないみたいですね．

非常に前置きが長くなりましたが，少し私たち
がしている研究の話をしてみましょう．

これは茶碗です．曜変天目という茶碗です．静

これはひまわりです．きれいですけど観賞用で

嘉堂文庫にあります．国宝です．曜変天目の茶碗

はありません．ひまわりの畑で種を取って，そこ

は日本に三つほどあるらしいのですが，全部偶然

からひまわり油，つまり，サラダ油をしぼり取る

にできたそうです．染物をしている私の友人がい

のです．東ヨーロッパに行きますと，こういう畑

まして，彼も大学の先生をしていますが，その先

がたくさんあります．年配の方は覚えておられる

生が，「染物とか焼き物は，絵画に比べると芸術

かもしれませんが，昔ソフィア・ローレンの映画

の格が一段低くみなされている．」というのです．

で「ひまわり」という映画がありました．その話

なぜか聞きますと，「偶然の要素を受けいれてい

は，ひまわり畑で働く人の話だったと思います．

る芸術だから．」と言うのです．絵画は手で描く

世界中にこういう油を取る油糧植物の畑という

もので，非常に Man-made なものです．ですか

ものがたくさんあります．ですから，食用油はほ

ら，ヨーロッパの考え方からすると，染色や焼き

とんど植物の種から取っています．それがサラダ

物で見られる再現できないというか，あいまいな

油としてスーパーマーケットなどに並んでいま

部分があるということには，あまり高い価値を置

す．動物の油もあります．すき焼き用の肉を買っ

かないらしいのです．スクリーニングも人によっ

たら，横に白い塊がついています．あれも油です．

てみな出てくる結果が違います．再現しろと言わ

ラードとかヘットとかいうやつですね．普通，動

れてもできません．じゃ，それはサイエンスじゃ

物の脂はそんなものしか売っていないですね．

ないかといったら，そんなことはないと思うので

それでは，微生物はどうかというと，微生物も

すが．ちょっと似たようなシチュエーションにな

生物ですから，もちろん油をつくります．微生物

るかなと思いましたので，ここへ出してみました．

の油は見たことも聞いたこともないですよね．で
すから，油に関することは基本的に植物の世界と

Nature is friendly to us or not?
The West

Japan

豊かな自然
微生物との共存関係

過酷な自然
微生物との敵対関係

いうわけです．それでは，油とはどんなものか？
化学構造式で書くと，グリセロールの３つの水酸
基にそれぞれ脂肪酸がエステル結合でくっつい
ているものです．専門用語では「トリアシルグリ

農学領域における
微生物学
T high affinity to
Their
microorganisms is a
root of their agricultural
microbiology.

医学領域における
微生物学

スクリーニングを基
盤とした日本独自の
応用微生物学・
発酵工業の展開

Their fight against
microorganisms is an
origin of medical
microbiology.

Screening is a base of Japan’s unique industrial microbiology.

セロール」といいます．
これはそういう言い方をすると油でしょう
か？「エコナ」と書いてあります．花王のエコナ
です．スーパーマーケットでは，普通のサラダ油
よりちょっとだけ高い値札がついています．先ほ
どの定義に従って，これが油かと言えば，エコナ

これでもうおわかりと思いますが，微生物学は

は油ではないです．グリセロールの３つの炭素の

二つあります．一つは西洋で生まれた微生物学で

うち真ん中の炭素の水酸基には脂肪酸がついて
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いません．専門用語では「1,3-ジアシルグリセロ

素数１８のステアリン酸→オレイン酸→リノー

ール」といいます．そういう油は食べてもあまり

ル酸→γ-リノレン酸と進みます．次に炭素数が２

体に蓄積しないといわれています．ですから，そ

個増えて２０のジホモ-γ-リノレン酸→アラキド

ういう言い方をすると，エコナは油ではないかも

ン酸と進みます．例えば，生物が糖質を食べると，

しれませんが，天ぷらはできます．

体の中でその一部は脂肪酸に変換されて，油（ト

私たちは微生物学ですから，微生物に油をつく

リアシルグリセロール）として蓄積します．これ

らせてみようかという話になります．今まで，こ

は，すべての生物で共通しています．しかし，生

んな研究は誰も注目しませんでしたが，微生物も

物の種類によってつくれる脂肪酸が違うのです．

生物ですから油をつくるはずです．実際，微生物

植物の油は炭素数１８のリノール酸とかオレイ

で油がたくさんできたら役に立つかもしれない

ン酸などでできています．簡単に言うと，植物は

し，売れるかもしれませんね．

これらの炭素数１８の脂肪酸を炭素数２０の脂

ここで一番大事なことは，どんな油をつくった

肪酸に変換できません．炭素鎖を延長する変換酵

らよいかということです．例えば，大豆油と同じ

素が欠損しているからです．一方，われわれ動物

ものを微生物でつくらせて，それがスーパーマー

は，オレイン酸までは自身で合成できますが，オ

ケットの棚に並んでいたら，皆さんは買います

レイン酸をリノール酸に変換する酵素がありま

か？値段は同じで，微生物でつくったサラダ油で

せん．従って，リノール酸をつくることができま

すといっても，だれも買わないですよね．それは

せん．しかし，植物がつくったリノール酸を食べ

何故でしょうか？食べたことがないからです．値

ると，これは炭素数２０のアラキドン酸へと変換

段が 10 分の１なら買いますか？買う人はあるか

されます．このアラキドン酸とはどんな脂肪酸か

もしれませんが，一般的には，受け入れられない

といいますと，高度不飽和脂肪酸といいまして，

と思います．

構造的には炭素数２０で不飽和結合が４つあり

ですから，どういう油をつくったらよいのかと

ます．これは，皆さんの細胞膜をつくるために必

いうことはすぐにわかります．植物がつくれない

須の脂肪酸です．ですから，アラキドン酸がなか

油ということになります．それでいて役に立つ，

ったら，細胞膜がうまくつくれないで死んでしま

買う人が値打ちがあると思わなければだめです．

います．

そんな油はあるかということです．

動物は，植物がつくったリノール酸をせっせと
食べて，体の中でアラキドン酸へと変えていくわ

ー 微生物で油をつくる ー
A common soil fungus, Mortierella alpina, isolated though screening from
Kyoto University campus was found to produce large amount of
arachidonic acid
ＰＵＦＡの生合成経路は動物、植物、微生物でどのようにちがうのか？

●動物には Δ12 がない
●植物には EL がない
●微生物は？

けです．この会場におられる若い方のほとんどは，
この変換がうまくできますので全く問題はりま
せん．ところが私のような年寄りとか赤ちゃんは，
リノール酸を食べてもアラキドン酸に効率よく
変換しません．もちろん年寄りでも効率のよい方
もおられますが，おおむね，年をとるとこういう
能力も衰えます．ですから，食べ物から取らない
といけない，ということになります．そういうこ
とがわかりますと，アラキドン酸のような高度不

ちょっとここでサイエンティフィックな話をし

飽和脂肪酸を含む油をつくったらいいのではな

ます．これは脂肪酸の生合成経路です．生合成は，

いか，ということになります．

この図のように，炭素数１６のパルミチン酸→炭

それから，もちろん皆さん御存じと思いますが，
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このアラキドン酸は，体の中でプロスタグランジ

alpina）という毛カビの一種です．世界中どこに

ンというものに変わります．プロスタグランジン

でもいるごく一般的なカビです．けれども，この

は，例えば，寝るとか起きるとか，赤ちゃんがで

カビがアラキドン酸を含む油をむちゃくちゃ貯

きるとかできないということにすごく関係があ

めるということはだれも知りませんでした．それ

る一種の微量で効くホルモンみたいな生理活性

だけの話です．調べたらすぐに見つかることでは

物質です．ですから，何となくイメージとして，

あったのですが，そんなことは誰も調べなかった

これは植物ではつくれないからこういうものを

だけです．

つくったらどうだろうという話になります．

これは毛カビですから，顕微鏡で見ますと毛髪
のような菌糸がこのスライドの写真ように見え

A common soil fungus，Mortierella alpina，isolated from Kyoto
University campus was found to produce large amount of
arachidonic acid.

ます．菌糸の中には油の粒々がたくさん見えます．
先ほど説明しましたトリアシルグリセロールの

↑高度不飽和脂肪酸の油滴が見られる顕微鏡写真

↓寒天培地上に生育したモルティエレラ・アルピナ

粒々です．菌体乾燥重量１グラム当たり 600 ミリ
グラムほどの油が貯まります．その油の脂肪酸の
７割ぐらいはアラキドン酸です．ですから，この
カビは二重にユニークな能力持っているといえ
ます．第一に，大量の油を蓄積します．次に，そ
の油が植物にはつくれない油ということです．

京都大学農学部のキャンパスから分離された“肥満のカビ”モルティエレラ・アルピナ

★ Students enjoy tedious and time-consuming screening.

それでは，そんなうまい菌がいるだろうか，探そ

★ They believe diversity of microbial world.
★ Their “will” is more important than their “skill”.

うかという話です．ですから，能力としては，ア
ラキドン酸のような高度不飽和脂肪酸をつくる
というのが一つの能力です．いるかいないか，み
つかるかどうかはわからないのです．ただ，探し
ましょうかということだけです．探すときに，ま
ず過去にどういう研究があって，どんなことが書

自然界から微生物を分離する

培

養

菌体を集める

油を抽出する

油の成分（脂肪酸）を調べる

いてあるかという情報は一応調べます．
ユニークな油を生産する微生物の発見

ところが驚いたことに，教科書には「微生物は
植物と同じで炭素数１８のオレイン酸やリノー

では，どうやって探すのかということですが，

ル酸しかつくらない」と書いてありました．それ

このスライドに探し方が書いてあります．自然界

は確かに調べた限りはそうでしたということで

から微生物を分離して，培養して菌を集めて，そ

はないでしょうか．それを誰かが一般化して書い

こから油を抽出して，どんな脂肪酸がその油の中

てしまったのだと思います．そこで，それを信じ

に入っているかをガスクロマトグラフィーとい

てしまうともうやれないですよね．私たちは探す

う分析機器を使って調べます．とてもシンプルな

のが専門です．そんなことないだろうというので

やり方ですが，ちょっと化学の実験をした経験が

探すことにしました．要するに，私たち探索屋は，

ある人なら，これをしてくださいと言いますと，

植物の生合成経路と動物の経路の両方を兼ね合

大抵はかなり躊躇するのではないでしょうか．こ

わせた経路を持っている微生物がいるに違いな

れは単純ではありますが，結構面倒くさいのです．

いと思うわけです．探すと，こんな菌が見つかり

一つ一つが分離分析ですから，時間もかかります．

ました．モルティエレラ・アルピナ（ Mortiella

それと，何よりも教科書にそんな微生物はいない
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と書いてあります．その辺をどう思うかというこ
とです．そういう知識とか情報があれば，なかな
かこんなことはやれないです．

ったのではありません．
それで，こういうことをやったら学生はどうい
うことを思うだろうかということをこのスライ

ところが，非常に幸運というのか，ありがたい

ドに書いてみました．実際，学生に聞いて，代表

というのか，大学では，毎年４年生が卒論で研究

的な感想をここに挙げました．多分困難なテーマ

室に来ます．彼らは面倒くさいとか時間がかかる

に挑戦（Challenge）するとはどういうことかわ

とか，教科書にそんなことが書いてあるなんてこ

かると思います．それから，我慢（Patience）す

とは知りません．やって下さいと言いますと，や

るということ．こんな菌は普通なかなか見つから

りますということになるわけです．やればすぐに

ない．我慢するということがどういうことかがわ

これは大変なことを引き受けたとわかります．こ

かると思います．それから，見つけたらすごくう

のスライドに載せてあるのは，この写真のお嬢さ

れしいです．感動（Passion）するということが

んが４年生のときに書いたノートの切れ端です．

どういうことかもわかります．また，成功

書いてあることがおもしろいのでもらいました．

（Success）
，うまくいくということがどういうこ

例えば，500 株調べたら，マクドナルドを思い切

とかもわかります．私は，これはすごくいい教育

り食べさせてちょうだいと書いてありますよ．こ

だと思うのですが．以前に，大学内でプレゼンし

れ 500 やって見つかるとか見つからないという話

ないといけないことがあって，こういうことを言

ではなしに，500 やったらちょうだい．1000 やっ

ったのです．そうしたら，今の学長から「それは

たらきつねうどん食わせてくれ．3000 やれば寿

大学でする教育か」と言われました．そうなのだ

司を食わせろ．5000 やったら私が特大のステー

なと思いましたが，いろんな考えがあるからいい

キをおごることになっています．これは 5000 や

のです．それが大学です．でも，こういうことを

れば見つかるという話ではないのです．やったら

言いますと，企業の研究者や採用担当の方は，私

何かちょうだいということです．

たちの研究室の学生がとても働き者だと思って

こういう実験では何が大事かというと，実験が
上手にできるというスキル（Skill）はそんなに大

いただけるようです．採用したいと相談にこられ
ることがよくありますよ．

事 な こ と では あ り ま せん ． 大 事 なの は ウ ィ ル

それで，赤ちゃんの調整乳に私たちのカビの油

（Will）です．何とかして見つけようという意欲

が入っていますと言いましたが，年齢が上がって

です．ですから，このような実験はこういう若く

年老いてきますと，またアラキドン酸をつくる能

て意欲のある卒論生のような人がやればいいの

力も衰えてきます．ですから，高年齢者用にも展

です．それは大学で効率よくできる実験の一つで

開してみようかということで，皆でちょっと考え

す．

てみました．

詳しい話は何もしませんが，粉ミルクの中に，

こんな実験をしてみました．これはラットです．

このカビがつくった油がパウダーにして入って

バケツに水が張ってあって，墨汁で黒くしてあり

います．何故入っているかは，ここでは言いませ

底が見えないようになっています．このプールで

ん．現在，世界中の赤ちゃんがこのカビの油を飲

年寄りのラットと若いラットを泳がせます．水面

んでいます．先ほど，赤ちゃんはアラキドン酸を

下には，休憩台が置いてあります．ラットは，あ

効率よくつくれないと言いました．それと関係が

るとき台に気がついて，台の場所を覚えてしまい

あるのですが．まあ，こんなふうにして非常に役

ます．そういう学習をさせるわけです．アラキド

立っています．もちろんこの油で天ぷらができな

ン酸の油を餌に入れて育てたラットと，入れてな

いことはないですが，天ぷらをつくるためにつく

い普通の餌で育てたものとで記憶がどう違うか
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という話です．

つかったおかげで，小さいですが，一応こんな機

普通食でとにかく覚えさせておいて，休憩台を

能性油脂をつくる産業分野が生まれましたとい

取ってしまうわけです．そうするとラットはむや

うことです．生まれて，そこからまたどんどん展

みやたらと泳いでいるだけで，台があった場所を

開していくという話になるわけですが，ここでは

全然覚えていません．ところが，アラキドン酸が

お話しません．

入っている餌で飼育したラットは，休憩台があっ
たあたりをぐるぐる回っています．つまり，わり

未開拓の新大陸(PUFA発酵)も日本がリードしたい

あい覚えていて，台を探しているのですね．若い
ネズミは，普通食でもちゃんと覚えています．こ
れだけの話です．もちろんもっと難しい実験もし
ていますが，，，，皆さんは，きのう何を食べたか
覚えていますか．もし覚えておられなかったら，
これをどうぞ．「アラビタ」というアラキドン酸
を含むカビの油が健康食品としてもマーケット
に出ています．
皆さんは，こんな実験をどう思いますか？こん

もう一つだけ，先ほどの探すとはどういうこと

なのはインチキではないか？自分らでやってお

かということと関連があることをお話します．こ

いてインチキというのはちょっとまずいのです

のカビは糖をえさにして脂肪酸を生合成して油

が，，，，私たちは微生物屋ですから，この実験は

を蓄積します．このスライドは，先ほどお見せし

私たちがデザインしたのではありません．実験に

たアラキドン酸の生合成経路です．よくよくこの

使った老齢ラットの年齢をみてください．これす

経路を見ますと，カビは糖質（グルコース）を食

ごいですよ．90 週齢の年寄りのラットです．かな

べて，それが炭素数１８のオレイン酸やリノール

りの週齢だと思います．ここへ来るまでにどんど

酸に変換されて，さらに炭素数２０のアラキドン

ん普通の年寄りというのは死んでしまうのでは

酸に変換されます．しかし，例えば，直接大豆油

ないかと思うのですが，，，，例えば，岸信介さん

を食べさせると，生合成はいきなりオレイン酸や

とか福田赳夫，中曽根康弘さんとか，あのような

リノール酸から始まることになります．生合成の

スーパーな高齢者に対応するようなラットを使

ルートは大豆油からの方がずっと短いですね．グ

って実験していることになるのではないですか，

ルコースと大豆油ではどちらが安価かという話

と私は質問しました．一緒に仕事をしていただい

になると，大して変わらないです．このカビに大

た先生が，これでいいのです，と言われるので，

豆油とか，そのような植物油を与えれば，効率よ

いいのだとは思いますが．もちろん，これだけで

くもっとたくさんのアラキドン酸ができるので

先ほどの商品が出ているわけではありません．も

はないか．それを試してみようということは当然

っとちゃんとしたものです．私たちのような，化

だれでも考えます．で，次に来た卒論の４年生に

学を基盤として研究をしている者と生物学とい

そういうことをやって下さいということになり

うか栄養学というかそれを基盤として仕事をし

ます．高い安いは別にして，手に入るありとあら

ている先生とでは，ちょっと違うなあと感じまし

ゆる油を買い集めてくださいと学生に言います．

たので，こんなことを紹介したのです．

そうすると 200 種類ぐらい油が集まりました．そ

こういう「脂肪酸発酵」，微生物に油をつくら

れを一つ一つカビの培地中に入れて，入れたとき

せるという新しい分野で，たった１株のカビが見

にアラキドン酸がたくさんできるかどうかを見
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て下さい，という実験をやりました．どれもアラ

マの機能をまとめた一般向けの本です．ここに私

キドン酸の生産量はあまり増えませんでした．グ

の名前があって，監修になっています．私は，だ

ルコースと同じか，それよりよくないかで，結局

れかが書いたのをちらっと見て「これで結構で

は最初の条件に戻すのがいいということになり

す」と言うだけですが，，，，当時，書店に平積み

ました．しかし，学生は，この実験の途中で，私

されていて，誰でも目につく本でした．当然，こ

が言ったことと全然違うことを見つけてしまい

の本を買う人がいるわけです．

ます．それは，ゴマ油を入れるとアラキドン酸が

読んだ人の中に，京都のある高級料亭の主人が

できなくなったのです．私はたくさんつくれと言

おられて，その方が研究室に来られて，一緒に共

ったのですが，やった人はできなくなることを見

同研究しようと言うのです．「何をするのです

つけたのです．それをよく調べると，生合成でア

か？」と聞きましたら，「インスタントのゴマ豆

ラキドン酸ができる直前の前駆体脂肪酸，ジホモ

腐をつくろう」と言うのです．私は「ここは微生

-γ-リノレン酸という脂肪酸ですが，それが大量

物の研究をしている所で，ゴマの研究室ではな

に蓄積していることがわかりました．この現象は，

い．」と言ったのですが，
「いや，やろう．あなた，

ゴマ油を培地に入れたときだけ起こります．彼は

ゴマの本を書いている．」と，それで，とにかく

このことをしばらくの間私に言わなかったので

インスタントのゴマ豆腐が生まれます．かなりの

すが，ちょっと変わっているので，あるとき，つ

高級料亭ですが，料理の最初にこのゴマ豆腐が出

いでにこんなことがあるということを言ったの

てきます．だれもインスタントだとはわかりませ

です．じゃ，それは変わっているから，何故そう

ん．ですから，私たちの研究室では，仕事という

なるのか調べましょうということになり，それが

ものはこんなふうにして展開していくのです．そ

彼のテーマになります．そこから彼は「ゴマ」ス

れでは，全然違う話をしましょう．

トーリーを作ってゆくことになるのです．

微生物がつくる酵素の話です．皆さん，洗剤の

何故こんなことが起こるかといいますと，ゴマ

中にたくさん微生物の酵素，プロテアーゼとかリ

の種の中にセサミンという化合物が含まれてい

パーゼとかセルラーゼが入っているのはご存知

て，それが油を絞ると入ってくるのです．そのセ

ですね．これらの酵素はみな微生物がつくってい

サミンがジホモ-γ-リノレン酸からアラキドン酸

るのです．例えば，花王は自前でそれを製造して

への変換反応を特異的に止めてしまうというこ

います．ライオンはノボザイムスというデンマー

とを私たちは見つけてしまったわけです．当時，

クの酵素メーカーから買っていると思います．Ｐ

そんなことは全く知られていませんでした．世界

＆Ｇも多分ノボザイムスから買っています．私た

中の研究者が驚きました．ですから彼はゴマの研

ちはそのようなメジャーな酵素ではなく，ちょっ

究をすることになります．これも詳しく言いませ

と違う酵素を洗剤に使おうとして展開した話を

んが，微生物や動物を使っていろいろとセサミン

しましょう．キノコ，皆さんキノコも微生物です

の機能を調べてみますと，このスライドにありま

よ．そのキノコがつくるラッカーゼとかぺルオキ

すように，面白いことが次々と見つかりました．

シダーゼという酵素の話です．このスライドに反

その結果，商品として，こんなものが生まれ

応式が書いてあります．フェノール性の化合物を

ます．「セサミン」というゴマ製品です．最近，

酸化して分解する能力のある酵素です．酸化酵素

テレビや新聞でよく宣伝しています．ご存知の方

の一種です．どんな用途があるか．このスライド，

もおられると思います．もちろん，最初から売れ

英語で申しわけありませんが，いろいろ面白い用

たわけではありません．いろいろと努力をしまし

途があります．分析に使ったり，フェノール樹脂

た．例えば，こんな本を出しました．健康へのゴ

をつくったり，パルプを漂白するのに使ったりと
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か，ダイオキシンなど様々な環境汚染物質を分解

然，赤の色素が白の生地に移りますよね．そのと

したり，リグニンや色素など難分解性化合物を分

きに，このペルオキシターゼを洗濯液の中に入れ

解できる作用もあります．

ておきますとどうなるでしょうか？色素が分解
されます．分解されたら色が消えます．ですから，

ラッカーゼとペルオキシダーゼ
機能
● Color development with
suitable hydrogen donor
● Chemiluminescence oxidation
of luminol

利用
● Clinical and environmental analysis

り防止に使えるのです．このヒトヨタケの酵素は，
分子生物学的に改良されて，実際に使えるように

● Synthesis of phenol resins

● Polymerization
● Degradation of lignin, dyes and
variety of aromatic compounds

● Bleaching of pulp and fiber
in paper or textile

●これまでわさびのペルオ

● Protection of color transfer
during clothes washing

キシダーゼが臨床分析用
酵素として使われていた。
●リグニンや色素など難分
解性化合物を分解できる。

化合物自体は生地に移っても色はつかない．色移

● Removal of phenols and anilines
in waste water
● Improvement of digestibility
of animal feed

私たちはキノコからこれらの酸化酵素で利用
価値の高いものを見つけました．例えば，今はや
りのバイオエタノール．セルロース系のものです

なりましたが，この酵素が洗剤の中に入っている
かといえば入っていません．なぜ入れないのかと
洗剤メーカーに尋ねました．入れる必要がないと
言うのです．「他社の洗剤の性能が自社のものよ
りもよければ，差別化の一つとしてこれを使うか
もしれない．それまでは，見ていたらよい．わざ
わざコストをかけてやることではない．」と言う
のです．残念ですが，全くそのとおりですね．
今，色移りの防止に使えると説明しましたが，

とセルラーゼで分解します．これは，リグニンも

これはおかしいと思われた方ありませんか．酵素

同時に分解しないとなかなかうまく分解できま

は赤い生地から水に溶け出た色素だけにアタッ

せん．ラッカーゼやペルオキシダーゼはこういう

クして分解すると説明しましたが，よく考えます

目的にも使えるのではと思います．私たちは色素

と，生地自体を染めている色素に対しても酵素は

を分解できるのではという点に着目しました．色

アタックします．そうすると生地の色がはげてき

素を分解する菌を探しましょうということにな

ます．困りますね．でも，それがまたいいのです．

りました．スクリーニングは非常に簡単です．寒

ジーンズの染色に使えるのです．この会場にはジ

天培地に色素を溶かしておく．そこに菌を生やし

ーパンの方がたくさんおられますね．そこにおら

たときに色が消えたら，その菌は色素を分解して

れるお二人の学生さん．前の方は紺色です．後ろ

います．このスライドの菌は寒天培地の色がよく

の方は薄いブルーです．どちらが高価か御存じで

消えていますので，分解力が強いことが分かりま

すか．あるいはどちらが好まれるか．薄い色の方

す．簡単にできますね．

が値段は高いのです．染めたてのジーンズは濃い

こんな菌が見つかりました．これはヒトヨタケ，

インディゴブルーです．昔は軽石でこすったり，

こちらはカワラタケ，いわゆるサルノコシカケで

何回も洗ったりして色を薄くしたものです．今は

すね．ヒトヨタケはペルオキシターゼの生産菌，

脱色にこのような酵素を使うのです．すると，簡

カワラタケはラッカーゼの生産菌．これらの酵素

単に色を薄くすることができます．実際そのよう

はどう違うかと言いますと，反応機構がちょっと

にして薄い色のジーンズがつくられています．も

違いますが，ここでは同じに考えていただいて結

っと思い切って大量の酵素で生地を処理します

構です．

と，色が全部抜けてしまいます．藍とか天然の色

まず，こんなことに使えるのではないかという
ことで，やってみたことをお話します．赤い生地
と白い生地を一緒に洗濯したらどういうことに
なりますか？別に赤でなくてもいいのですが．当

素も同じように脱色することができます．
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して使いたいと農水省に持っていきますと，「こ
キノコ

メディエーター
（香 料 成 分
オイゲノール）

れは農薬じゃない」と言います．農薬というのは
法律というか規則というものがあって，それに当
てはまらないといけないのです．彼らは「あなた

酵 素 （ラッカーゼ・
ペルオキシダーゼ）

の主張は理解できるが，これは酵素ですからたん
ぱく質です．それを普通の農薬のような低分子化

ラジカル

合物と同じレベルでは扱えない」と言うのです．
酵素のほうが安全に決まっているのに．チューイ
色素などの難分解性
化合物の分解・殺 菌

ンガムにも入っているし，，
，，じゃ，
「反応のメカ
ニズムはどうですか？」と尋ねますので，「これ

反応の機構はどうかといいますと，これは，ラジ

はラジカル反応です．」と答えますと，
「ラジカル

カル反応です．基本的には様々なものがラジカル

って何ですか？それを持ってきてください．」と

によって分解されます．このスライドは，キノコ

言うのです．そんなものは持ってこれないし，何

が酵素をつくって，その酵素が反応を加速する化

かこういうところは，サイエンスじゃないので難

合物，これをメディエーターいいますが，それと

しいです．

出会うとラジカルというものができます．生成し

例えば，使い方として一番適当と思うのは種子

たラジカルがポンと化合物に当たると化合物が

の消毒です．稲を植えるときにどうするかといい

分解するのです．ですから，これは何でも分解で

ますと，まず，種子がちゃんと発芽するように農

きるということです．本当はもっと複雑で難しい

薬の液に一晩か二晩つけて種の周りについてい

話なのですが，ややこしいので今はこのように理

るいろんな病原菌を殺してから苗をつくります．

解してください．ですから，ラジカルがたくさん

農薬を使うということは好ましいことではない

当たると微小な生物なら死んでしまうというこ

かもしれません．私たちの酵素を使うと，酵素液

とになりますよね．別に色素でなくても，いろい

に種を漬ければいいのです．いいのですが，そん

ろ使い道はあります．殺菌にも使えるのでは？や

なのはマーケットが小さいとか，いろいろあって

ってみようか，ということになりました．これは，

実用にはなっていません．

私たちがした仕事ではありませんが，同じ理屈で

どちらにしても「農薬」として登録はできませ

チューインガムの中に私たちが見つけた瓦タケ

ん．もう少し頑張って，また説明にいかねばなり

のラッカーゼを入れた人がいます．「キシリッシ

ません．このようにして，いろいろ教えてもらい

ュ」というチューインガムです．口臭のもとにな

ながらやっていきますと，どんどん可能性が広が

るにおいの物質が分解して口臭がとれます．もし

っていきます．

チューインガムをかむのでしたらこれを買って
ください．明治のキシリッシュです．
私たちはどんなことを考えたかといいますと，

最後に，話がややこしくなりますが，少し私た
ちの生活とは離れて，薬の中間原料などいわゆる
化成品をつくる話をしましょう．最初にした話は

例えばキュウリのうどん粉病です．それにこの酵

「油」で食べるものでした．２番目の話は「酵素

素をスプレーしたらうどん粉病の菌が死んでし

自体の使い方」でした．今度は，工場というのが

まうのではないか．実際にやりますと，病原菌は

あって，もう少し大スケールでつくる「モノ造り」

見事に死にます．ですから，このような農薬的な

の話です．

使い方ができます．
農業用として使いたいのですが，これを農薬と

キラル化合物の話をちょっとしてみたいと思
います．
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キラル化合物というのは光学活性化合物とい

している，私たち特有のやり方とはちょっと違い

いまして，皆さんがよく御存じなのは，野依良治

ます．私たちもちょっとくらいは考えるというこ

先生の仕事です．キラル化合物をどうやってつく

とをここで説明したいと思います．

るか．その触媒を野依先生は開発されてノーベル

この絵は微生物の細胞です．細胞の中にいろん

賞を受賞されました．それは，微生物に頼んでも，

な酵素が入っています．例えば，パン酵母とケト

簡単にうまくできるという話です．余り言うとし

ン化合物を混合して反応させると，還元反応が起

かられるかもしれないですね．

こって，対応する光学活性アルコールができると

キラル化合物のマーケットは，2010 年には１

いうことは古くから知られています．たくさんの

兆円ほどになるという予想もあります．医薬品の

論文が出ています．しかし，産業に使われている

中間原料をつくる分野と思っていただければよ

ものはありません．それは現象としてはあるので

いと思います．結構有望な分野ですが，逆の見方

すが，うまくできないということです．なぜうま

もあります．薬の数はどんどん減っていますので，

くできないかというと，細胞には還元反応に関与

そんなに楽観的な話ではないかもしれません．こ

する酵素が何種類も存在しています．ある酵素は

ういうキラル化合物をつくる分野の技術をキラ

基質のケトンを目的の光学活性アルコールに変

ルテクノロジーといいます．これは比較的最近の

換するのですが，別の酵素は反対の光学活性体，

言葉ですが，私たちの研究室では，こういう仕事

例えば，一方がＲ体だったら，他方はＳ体のもの

はいつごろからしていたんだろうと思って，ちょ

に変換してしまいます．そうすると，生成物はＲ

っと整理してみました．実はそんな言葉がないと

体とＳ体の混合物です．ＲとかＳとかはＤとかＬ

きから私たちはそれをやっていたのです．

とかいうこともあります．要するに，どちらか一

例えば，このスライドにはＤ-アミノ酸で抗生物

方のものだけを選択的につくりだすことができ

質の中間原料となる D-p-ヒドロキシフェニルグ

ません．このことを光学純度が上がらないといい

リシンをつくるプロセスが示されています．1979

ます．

年に工業化がスタートしていますから，もう 30

それから，このような変換反応では，還元力が

年近く前の話です．後でその辺のところの話は出

必要です．還元力は補酵素の還元力を使います．

てきますが，もう少し最近の話をしましょう．

補酵素が還元型から酸化型へ１回転すると，基質

Whole cell bioreduction system for the production
of chiral alcohols

の還元が１回起こり１回アルコールが生成しま
す．ですから，一度消費された補酵素を還元型に
戻さないと，次の還元反応が起こりません．この

Cofactor
regeneration

酸化と還元のサイクルを何回も回せば，回転数に
応じてケトンがアルコールへ次々と変換されま
す．この補酵素の回転を再生といいます（グルコ
ースをグルコース脱水素酵素で酸化するときに，

パン酵母を用いる不斉還元法では収量も
光学純度も上がらないのは何故か？
Principle of stereoselective reduction of carbonyl compounds
coupled with cofactor regeneration

一つは，光学活性アルコールをつくる話です．

補酵素の酸化力を使います．そのとき，補酵素は
逆に還元されます．この還元された補酵素がケト
ンの還元反応の還元力として使われ，ケトンはア
ルコールに還元されます．そして，使われた補酵

すごく簡単な汎用型の方法を開発しました．この

素は逆に酸化され，次のグルコースの酸化につか

仕事は探すと言うよりは，ちょっと頭を使いまし

われます．これで１回転したわけです．）すなわ

た．ですから，同業者が私たちに対してイメージ

ち，補酵素の再生にはエネルギーが必要であり，
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グルコースが再生のエネルギーとして使われる

ほども言いましたように，これは理屈です．デザ

ということです．簡単に言いますと，グルコース

インして，結果を積み重ねればゴールの見える仕

で全体の反応を還元方向に押すわけです．そうす

事かもしれません．ある意味で，あるか無いか分

ると補酵素の再生系が回転して効率よく基質の

からないものを探索するよりは簡単かもしれま

ケトンがアルコールに還元される，というのが理

せん．しかし，実用レベルのものにするには，別

屈です．

の乗り越えねばならない困難な問題点が幾つも

もう一つ問題があります．細胞中の酵素の濃度
は，ものすごく低いのです．濃度が低いというこ

あります．
どんな実験が必要かといいますと，まず，還元

とは，反応が少ししか進まないということです．

酵素のライブラリーが必要です．多分スクリーニ

ですから，化学収量がよくないということです．

ングで 10 種類とか 20 種類ぐらい揃えれば，大抵

理論的にはそういうことです．

のものはうまく変換できるはずです．それから補

これを改良するにはどうしたらよいか．還元酵

酵素の再生系をどうしたらいいか．これもスクリ

素と補酵素再生の酵素を遺伝子組み換えで大量

ーニングで高機能の酵素を持ってくればよい．こ

にある特定の宿主細胞の中に発現させてしまえ

こで言うスクリーニングは，無いかもしれないも

ば，ほかの酵素の動きに比べて，この二つの酵素

のを探すスクリーニングではありませんので，や

の働きだけがきわめて高いものになります．そう

れば，それなりにライブラリーはできます．酵素

すると特定の基質をここに与えたときに，還元酵

を入れる細胞はどんな宿主を使えばよいか．あと

素がこの基質を受け入れることができれば，目的

は，リアクターをどうするかです．実験としては，

の光学活性アルコールに変換することができま

宿主はまず使いやすい大腸菌を使ってみましょ

す．それだけの話です．それをうまくやるにはど

う．補酵素の再生系は先ほど説明したグルコース

うしたらいいかということです．

脱水素酵素を使います．このスライドは，モジュ
ールとなる還元酵素のリストですが，得意のスク

Designing of new bioreduction system
あたらしいバイオ還元システムをつくる
Outline of the bioreduction
system using modules of
carbonyl reductases coupled
with cofactor regenerator
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反応はどうするかというと，これは簡単です．
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くらい集めたら何でもできます．
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養して，培養が済むと，タンクの注入口から還元

OH

Chiral alcohols

High-efficiency and wide-availablity of the system
● Guaranteed high yield and high stereoselectivity
● Can be used for wide variety of carbonyl reductions
● Introduced into many industrial production processes

Prochiral carbonyl compounds

したい基質ケトン，エネルギー源のグルコース，
触媒量の補酵素を注入します．基質はおおむね水
に溶けない有機溶媒のようなものです．ですから，

それと，様々なケトン化合物を対応する光学活

反応自体は水と有機溶媒の二層系になります．か

性アルコールに変換したいわけですから，ケトン

きまぜれば反応は進みます．培養タンクがそのま

の還元酵素の高機能なものをスクリーニングで

まリアクターになります．例えば，４-クロロ-３-

幾つか取りそろえる必要があります．基質特異性

オキソブタン酸のエステルは，Candida という酵

や立体選択性が違う酵素を幾つか取りそろえて，

母から得た S1 という還元酵素のモジュールを宿

この還元酵素のモジュールだけを取りかえれば，

主に入れて用いれば，簡単にＳ体の対応するアル

いろんな基質の変換が可能になります．そういう

コールに変換されます．同様にして，

仕組みをつくろうということです．ですから，先

Sporobolomyces という酵母から得た AR を S1 の

微生物工場：ユニークな微生物機能の探索・開発と産業利用－29

代わりに入れるとＲ体アルコールがつくれます．

が，，
，，

このようにして，望みの光学活性アルコールが

こちらはアクリルアミドという化成品をつく

自由自在につくれるようになりました．このスラ

る微生物工場です．三菱レイヨンの横浜工場です．

イドで幾つかの例をお見せします．

これも私たちの研究室から生まれたものです．こ

ライブラリー化された酵素群と
キラルテクノロジーへのインパクト
O
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Optical

Yield

Specifictiy
purity Amount

っています．すごいですね．要するに，私は，
「す

Ethyl (R)-3-hydroxybutanoate
>99%
>99% ee
500 g/l

(Kaneka)

Ethyl (R)-4-trifluoro3-hydroxybutanoate
>99%
>99% ee
400 g/l

(Lonza)

ごく省エネのプロセスですよ」ということを言い

(4R,6R)-Actinol
>99%
>99% ee

100 g/l

(DSM)

たいのです．どちらの工場もイメージとしてクリ

HO

O
O

んな小屋みたいなところで，年間３万トンもつく

Product
Products
Molar
Yield
yield

Cl

COOEt

O

D-Pantolactone
90%
>99% ee

100 g/l

(DFK)

ーンで省エネということがおわかりになると思

Ethyl (R)-4-chloro3-hydroxybutanoate
95%
>99% ee

300
570 g/l
g/l

(Denka)

います．

Ethyl (S)-4-chloro3-hydroxybutanoate
>99%
>99% ee

350 g/l
700

（Kaneka)

d-Pseudoephedrine
90%
>99% ee

70 g/l

(R)-3-Quinuclidinol
>99%
>99% ee

100 g/l

OH

APDH
NHCH3

(DFK)

NHCH3

O

OH

QR
N

N

(Nagase)

●Various kinds of carbonyl compounds can be transformed.

この二つの微生物工場がどれほど地球環境の
保全に貢献しているかを，エネルギー消費，言い
換えれば炭酸ガスの放出の削減の観点から見て
みましょう．

収量は，700g/L，500g/L など驚異的なものがあ

バイオプロセスに対する国際的評価と期待

ります．モル転換率も 90-100%．光学純度は 99％

Pantothenate process
（4,000t/y）

ee 以上で全く問題ありません．すでに，幾つかの

Lactonase

Acrylamide process
（30,000t/y）
CH2=CHCN + H2O → CH2=CHCONH2

会社で実際に使われています．

Nitril hydratase
Stanford Research Institute
CO2 Unit: Bio Process vs Chemical Process

皆さん，微生物工場というものをご覧になった

4000
CO2 Unit Rate [ CO2 Kg/AA ton]

ことはありますか？おおむね，この写真のような
ものです．
DFK (Takaoka) pantothenate plant produces
4,000 t/y, a half of the world production.

Kyoto Univ.
Hakko Lab. Processes

The enzymatic
process is friendly
to our environment

●
●
●
●

Stanford Research Instituteの評価
OECD Science Technology Industryの評価
White House Office of Science and Technology Policy USAの評価
グリーンケミストリー政策の基盤

3000

Raw
Material

2000
Electricity

1000
Steam
0

Chemical Bio
Process Process

まず，パントテン酸プロセスの場合です．従来の
化学合成法と比較しますと，水の消費が約 50%減．
BOD は 60%減．塩副生も 60%減．有機溶剤の使
用は 50%減っています．エネルギー消費は炭酸ガ

微生物工場

酵 素 法 は地球
にやさしい！

ス換算で約 30%削減が達成されています．アクリ
zMitsubishi Rayon (Yokohama) acrylamide
plant produces 30,000 t/y.
zRecent world production by this method
reaches 300,000 t/y.

ルアミドのプロセスも，やはりエネルギー消費は
約 30％削減できています．どちらもすごく自然に

化学工場と変わりませんね．これはビタミンの一

優しいプロセスですね．ですから，このような微

種であるパントテン酸をつくる微生物工場です．

生物工場をたくさんつくっていけば，おのずと地

高岡の第一ファインケミカルというパントテン

球温暖化は防げますという話です．こういうこと

酸の生産では世界で最大のメーカーの工場です．

を推進する政策というか，社会基盤の整備も必要

私たちが見つけた微生物反応を用いて生産して

ですね．

います．世界のパントテン酸の生産量は年間 8000

もう一つ，これは，先ほどちょっと言いました

トン程度です．半分程はこの微生物工場でつくら

が，30 年ほど前に始まったＤ-アミノ酸の生産プ

れています．今日は，この話はしませんでした

ロセスです．私たちの微生物工場が参入したのは
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1979 年です．当時の年間生産量は 700 トン程度

リンクして，寄附講座「産業微生物学講座」が私

でした．もちろん，この方法が始まる以前はすべ

たちの農学研究科に開設されました．

て化学合成法で生産されていました．徐々に拡大

このグラフは，同じ経済産業省からの情報です

して，今は生産量が年間 10000 トンほどでしょう

が，日本にとって重要なバイオ技術は何か，それ

か．生産はすべて微生物法に置きかわっています．

はアメリカと比較してどの程度技術的優位性を

アクリルアミドの場合も同様です．1986 年ころ

確保しているのか，を比較したものです．2006

から酵素法が参入して，現在，50 万トンほどは私

年のデータです．ヒトゲノム，糖鎖工学，DNA

たちの酵素法になっています．アクリルアミドの

チップ，遺伝子組み換え，ES 細胞などは重要性

生産量は，多分，約 100 万トンです．半分はこの

は高いが負けている．この中に発酵技術も入って

方法で生産されています．両方とも画期的な方法

います．これは，技術の優位性はきわめて高いが，

ですが，それでも，すぐに置きかわるというもの

国としての重要性は低いとなっています．政府は

でもないし，やはり時間はかかります．

バイオエタノールをつくれと叫んでいますが，片

日本が開発した代表的なバイオ法製品の広がり

方でこんな認識です．非常に残念な話だと思いま

HPG製法の推移

す．
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HPG (万T)
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Bioreactor Process

ヒダントイナーゼプロセス（カネ
カ/京大Hakkoプロセス）

Microbial Cell Process
Chemico Enzymatic Process

もう一つ似たような話で，一昨年だったと記憶

Dynamic Resolution
Chemical Resolution

していますが，「滅び行く日本の産業技術」とい
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う学術会議の講演会がありました．「このままで

0.1
0.0
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

年

アクリルアミド製造法推移(世界市場）

50
45
40

バイオ法
化学合成法

いけない」という発想です．ある経済学の先生が
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呼びかけたものです．私に発酵の話をしてくださ
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二トリルヒドラターゼプロセス（三
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は技術の継承ができなくなるから保護しないと

いということです．何故，発酵が滅び行く技術な
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のかと，腹が立ちましたが，発酵は 21 世紀を支

日本での成功がベースになって，今日では，エ

える最も重要な技術で，最も期待されている産業

ネルギーの枯渇や地球温暖化問題とのからみで，

技術のひとつです，と演説しました．その講演会

バイオプロセスのプロジェクトは世界中で展開

の雰囲気はやはり全体的に湿っぽい感じのもの

しているわけです．やはり日本は技術先導型で進

でした．参考のために，どんな話があったかとい

むべきではないかと思います．アメリカは農産物，

いますと，まず，橋を架ける技術，トンネルを掘

バイオマスをベースにしてそれをどう使い込ん

る技術，船をつくる技術とか，金型をつくる技術

でいくかという，農業がベースになっている国で

などです．みな高度経済成長時代に経済戦争に勝

す．それから，ヨーロッパも日本と同じようなス

つために，日本が営々として技術を積み上げ磨い

タイルで進んでいるのではないでしょうか．私た

てきたものですよね．まあ，その中に発酵も入っ

ちのパントテン酸やアクリルアミドの微生物工

ていたというわけです．いろいろ滅び行く話を聞

場の環境保全への大きなインパクトが主に欧米

かせていただいて，そのときに感じたことは，滅

で評価されて，それがまた日本に戻ってきて，
「微

び行くというのは，ある意味で，マーケットがな

生物工場をつくって化学品をつくりましょう」と

くなってしまうということだ．私はそういうこと

いう経済産業省の大型プロジェクトが始まって

を強く感じました．例えば，橋は架けすぎて，も

います．それから，こういう分野で活躍できる人

うかける場所がなくなってしまった．マーケット

材を育成するための文部科学省のＣＯＥプログ

がなくなると，そのための技術の進歩も止まりま

ラムも展開しています．また，このプログラムと

すし，継承する人いなくなりますよね．あたりま
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えのことですよね．保護してもだめですね．

があると赤ちゃんが非常に健康になるという話

もう一つ，こういう言い方をしたらよくないか

から，色素の脱色であるとか，あるいはラジカル

もしれないですが，日本には，一応，軍需産業み

反応を使って農薬への応用も可能であるという

たいなものはありませんよね．軍需産業とか軍事

身近な話から，だんだん話が大きくなりまして，

技術いうものはもうからなくてもやれる，いくら

例えば工業用原料として数万トンですとか数百

研究費をかけてもやれる部分があります．ここで

万トンという単位で非常に大量に必要とされる

は，ミサイルを 100 発撃てば 100 発とも必ず当た

ものの生産も微生物の力を使って，あるいは酵素

る技術が要求されます．そのこと自体は，商売と

の力を使ってできるということをお話いただき

は余り関係なくても，そこから生まれてくる技術

ました．大変広い範囲の仕事がすべて清水先生の

は他の産業に利用できる部分がたくさんありま

御研究室でやられたということで興味もありま

す．こういう状況は，技術だけを切り離してみれ

す．

ば，新しい科学技術が生まれるうらやましい状況

どうぞこの機会に何でも御質問がありました

があるとも言えますね．だからといって，もちろ

らどうぞ．せっかくのチャンスです．

ん軍需産業をやれという話ではありませんが．

Ｑ

先生のスライドの中にそういうことが既に

最後に，このスライドをご覧ください．私たち

あらわれていると思うのですが，最近の分子生物

の研究室をベースにしてこんな寄附講座ができ

学，細胞生物学も入ってきて，35 億年もかけた

ています．「産業微生物学講座」といいます．こ

Nature’s diversity(自然がつくった多様性）を余

ういう機構は多分日本に一つしかないと思いま

り大事にしないで，人間の頭で考えて何かやろう

す．私たちの研究室のお金を使ってつくったもの

とすることが多くなって来ています．

です．冠講座といって，特定の企業が特定の目的

私などは，こういう微生物学の端っこで仕事を

のためにお金を出して研究をするためにつくる

している者から見ますと，清水先生は孤軍奮闘し

のが普通のスタイルです．しかし，この講座は何

ているという感じを受けるのですが，やはりこれ

をしてもいい寄附講座で，大学の学生も取り組む

からも周りの人がどんどんモダンバイオロジー

ことができます．でも，大学の中に仕事をする場

に移って，Nature’s diversity を大事にしなくな

所がないのです．外に場所を借りています．大学

っちゃうことがどうもある気がするのですが，そ

は場所がないということで部屋を貸してくれな

れをもとに戻すのは大変なことだと思うのです．

い．大学はこういうことに関しては，結構保守的

先生はどのようにお考えですか?

ですね．昔も今も基本的には余り変わっていない

○清水昌（京都大学大学院農学研究科教授）

ところです．

もとには戻らないですが，両方うまく使えばい

終わりにしましょう．ありがとうございました．
非常に雑な話で，サイエンスの部分が少なくて，
拍

手

本当は，分子生物学をベースでやっていく人た
ちにももう少し Nature’s diversity に目を向けて

申し訳ありませんでした．
（

いと思います．

）

ほしいと思います．時間とかのファクターを考え

○座長（永井和夫中部大学生物機能開発研究所所

ると Nature’s diversity からそういうものを探し

長）

てくるのはすごく難しいかもしれないですが．

清水先生，大変おもしろい話を含めてお話いた
だきましてありがとうございました．

皆がこっちに行くと言ったときに，逆の方向に
行った方がいいというのはよくあることです．例

大変広い話題で，最初は高度不飽和脂肪酸の生

えば，レコードで，以前は塩化ビニールのＬＰが

産，ミルクの非常に重要な添加剤ですとか，それ

ありましたが，今はポリカーボネートのＣＤにな
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ってしまいました．けれども，ＬＰのマーケット
がなくなったわけではないわけです．ただこれま

はい，もう年ですし，余り頑張りたくないです
けど頑張ります．ありがとうございます．

でＬＰをつくっていた工場のほとんどはプレス

（

拍

手

）

する機械を捨ててしまいました．かろうじて廃棄

○座長（永井和夫中部大学生物機能開発研究所所

しなかったところは世界で幾つか残っています．

長）

そういうところは，今すごく景気がいいです．そ

ほかにどなたかいらっしゃいませんか．

ういうやり方もいいと思います．皆が行くところ

先生のお話を伺っていると，何か欲しいものが

に行くのはこわくないです．リスクも少ないです．

あったら，すべて微生物をうまく探せば見つかり

リスクが少ないということはリターンも少ない

そうな余裕というか，楽観的な見方も捨てられな

ということです．皆がこっちへ行くと言うときに

い気になってきます．

は，そういうときこそよく見て，違う方向へ行っ

新しいバイオテクノロジーも確かに大事かも

た方が正解ということもあります．また，そこに

しれませんけれども，まだまだ世の中にはわから

留まることも勇気がいりますよね．これは研究だ

ない微生物，可能性がかなりあるのではないかと

けではなく，いろいろと判断を迫られるときにも

期待を持たせるお話でした．

言えると思います．永井先生がおっしゃったよう
に，大勢はしようがないという部分もあります．
でも，小さくても時代遅れだと思われても，なく
なることはないだろうと思いますので，こうして
成果を出していけば，またそういうことに気がつ
いていただける人はあるのではないかと期待し
ているのです．
これとまた全然違う見方をしますと，私たちは，
一般的に言えば，ちょっと変わったやり方で研究
を展開しています．私たちのような環境の研究室
に若い人が来ても違和感なくできますが，違うと
ころにいて，その人だけこんな仕事をしなさいと
言われたら絶対できないと思います．それは，あ
る程度蓄積があって，それにある程度投資して装
置もそれ用のものをたくさんそろえて環境をつ
くらないとなかなかできないと思います．それが
伝統とか継続とかいうものではないでしょうか．
そういう場所がだんだんなくなっていっている
のは，ある意味で危機かもしれないです．
Ｑ

やはり高峰譲吉以来，世界に必要な大きい仕

事をやった人は，欧米の方を向くのではなくて，
伝統的なところに立脚しながらやってきたわけ
でありまして，先生，どうかこれからも頑張って
ください．
○清水昌（京都大学大学院農学研究科教授）

それでは先生，きょうは本当にどうもありがと
うございました．

