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インタビュー

日本は微生物のスクリーニング技術に強み
国はバイオプロセス普及の仕組みを作れ
清水 昌 氏 京都大学大学院農学研究科教授
横関 健三 氏 味の素アミノサイエンス研究所理事兼京都大学大学院農学研究科客員教授
アクリルアミドやアラキドン酸など、数多くの微生物生産プロセスの開発にかかわってきた京大の清水氏が中心となって、2006
年に京都大学に寄付講座を開設し、
味の素の研究者である横関氏を兼務で客員教授として招いた。寄付講座開設の狙いのほか、
バイオプロセス研究に関する日本の強み、産業振興のために国がなすべきことなどを聞いた。
（聞き手＝橋本宗明）

─ 2006 年 4 月に京都大学大学院

業からの奨学寄付金を利用して寄付

座とは異なる形で運営できている。

農学研究科に「産業微生物学講座」と

講座を開設することにした。特定の企

─元々二人は面識があったのか。

いう寄付講座を開設し、
味の素で長年、

業が特定の目的で開設するものではな

清水 若いころからよく知っていると

アミノ酸などの研究にかかわってきた

く、純粋に教育の薄くなった部分をカ

いうか、ある意味でライバルだ。いい

アミノサイエンス研究所理事の横関健

バーすることを狙った。

仕事をされるので、尊敬の念のような

三氏を兼務で客員教授に招いた。この

もう 1 つは、私が「微生物機能の

ものを持って付き合ってきた。

講座は、食品メーカーや化学品メー

戦略的活用による生産基盤拠点」とい

横関 私は定年も近く、これからの日

カーなど 22 社から寄付を受けている

う京大の 21 世紀 COE プログラムの

本を背負う若い人たちに何とか頑張っ

が、企業の冠を付けておらず、従来の

拠点リーダーを務めているので、この

てもらいたいという気持ちがあった。

寄付講座とはとは少し異なるコンセプ

分野で活躍する人材を育成することを

また、研究というのは必ずどこかで世

トで運営されていると聞く。

狙った。寄付講座を開設する際、社会

の中の役に立たなければならないの

清水

寄付講座を開設した動機は、1

とはどういうものかを意識した教育が

で、学生さんたちに社会や企業の期待

つは大学が職員を削減する方向にあっ

できればと考えて、産業界で活躍され

というものを知ってもらいたいとも考

たためだ。先生の数が減って教育研究

ている横関さんに来てもらった。横関

えていた。企業と兼務で客員教授を務

が希薄になるのに対処するために、企

さんは味の素の人だけど、企業の冠講

めるのは物理的に大丈夫かなと思った
が、寄付講座の設立趣旨には大賛成で
きたので、引き受けることにした。
─企業と大学とで違いを感じる部分
があるか。
横関 清水先生の研究観が「世の中の
役に立たないといけない」というもの
しみず・さかゆ（右） 1968 年 3 月京都大学
農学部農芸化学科卒業、73 年 3 月同博士後
期 課程 修了、89 年助 教 授、92 年 教 授。微
生物を利用した食品、化学品の生産技術を
多数開発し、実用化に結びつけてきた。
よこぜき・けんぞう（左） 1971 年 3 月東京
農工大学農学部農芸化学科卒業、同年 4 月
味の素入社。87 年東京大学農学部より博士
号取得。98 年アミノサイエンス研究所バイオ
プロセス研究室室長、03 年 7 月アミノサイエ
ンス研究所理事。05 年に新規酵素によるペ
プチド合成法を開発した。

インタビュー
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環境の多様性が多種の微生物を育てた

ଐஜỊኽನ࠼ẟỂẴὲ

日本は南北に長いことに加え、海底までの高低差
を含めると環境の多様性は大きい

いう酵素があるに違いない」と思って、

ムを使うところに値打ちがあって、見

未常識に挑戦したからだ。

つけるものは何でもいいというような

最近、海外の学会に行くとケミカル

風潮がある。ハイスループットスク

エンジニアが酵素の分野に入ってき

リーニングでスピードが上がるのな

て、
「この酵素のアミノ酸を置換する

ら、必要があれば使えばいいわけで、

とこういう反応ができるはずだ」
といっ

使うことを目的にしては本末転倒だ。

て研究しているのを目にするが、反応

─日本の強みは有用な微生物を見つ

は出ていても工業化の入り口にも立っ

けてくるところなので、その強みを生

ていないレベルだったりする。我々は

かせということか。

工業化に役立つものが欲しいから、そ

清水

れに近いレベルのものをまずはスク

ピックのメダリストにするのは難し

リーニングで探そうとする。その辺り

いのと同じで、まずはポテンシャルが

の発想が大いに違うように思う。

高い菌を持つところからすべてが始ま

─実用化を視野に入れてスクリーニ

る。日本はそこが強いわけで、その後

ングすることが大事ということか。

でどう展開するのかは日本も欧米も変

京大の学生を鍛えてもオリン

横関 それからもう 1 つは、スクリー

わらない。そこに欧米の技術を使えば

なので、あまりギャップは感じない。

ニングをしていると、最初のターゲッ

うまくいくというのなら使えばいい。

むしろ、企業では若い社員が役職者に

トとは異なるが産業的にはより重要と

ただし、菌を探すのは単に技術を使

遠慮するところがあるが、大学では聞

いうものが見つかることが多い。とこ

えばいいというのではなく、何を探す

いて当たり前という感じで聞いてくる

ろがホモロジーとか、ハイスループッ

かという意識を持たないといけない。

ので、学生と同じ目線で話ができる点

トとか言っていると、そういうものを

先ほど横関さんが言ったように、探す

はうれしいと思っている。

見落としてしまう可能性がある。ハイ

うちに違うものが見つかるというのは

─産業微生物学講座のテーマは、微

スループットスクリーニングをやると

よくある話で、日本がそういう探索に

生物を利用したもの作りだが、何がポ

確かに効率は 1000 倍になるかもしれ

秀でているのは確かだ。

イントになるか。

ないが、世の中により大きなインパク

─どうして微生物の探索で日本は強

横関

トを与えるものが脇に出てきても見つ

くなったのだと思うか。

けられないことになる。

清水 まずは日本が微生物の資源大国

バイオのもの作りの中で感じて

いるのは、手段を目的化してはいけな
いということだ。欧米発の技術が出て

ターゲットの周辺に出てくるものを

だということ。排他的経済水域を含め

きて手段としては大変便利だが、ある

見つけられるかどうかは、研究者の観

て日本地図を見ると、日本は意外に大

意味で常識を広げていくことしかでき

察力にもよる。目的のピーク以外に何

きいことが分かる。南北に長いことに

ない。一方で、大きなブレークスルー

か出てきたときに、目を向ける感性が

加えて、海底に至る立体的な観点で見

をもたらすものは、既に解明された常

あるかどうかが重要だ。

ると、環境の多様性が非常に大きいこ

識の周辺にではなく、
全く未解明の
「未

清水 日本と欧米を比較すると、日本

とが分かるだろう。だから変わった菌

常識」の中にある可能性がある。

は自然界からポテンシャルの高い菌を

が取れるし、それを探索する技術も開

探してくる技術のレベルが高い。これ

発されてきた。

例えば、ある遺伝子が見つかると、
インシリコスクリーニング、ホモロ

に対して欧米は、オミクス技術のよう

もう 1 つは味噌、しょうゆをはじ

ジースクリーニングなどで相同性のあ

な手を抜く技術を次々に開発している

め、発酵物を長く利用してきた歴史が

る遺伝子を探し、段階的に広げていく

が、それを使って何をするのかという

ある。欧州ではペスト菌やコレラ菌な

研究が行われる。それはそれで必要な

ことがなければ有用なものは見つから

どが流行して、微生物をいかに殺すか

ことだが、一方で、熱力学の法則に反

ないはずだ。ところが最近は技術ばか

が重要なテーマだったが、日本は穏や

しなければこういう酵素があってもお

りが注目されて、何を作るのかという

かである意味豊かだったので、微生物

かしくないというものを探すような跳

ことが欠落している印象がある。

と共存関係を築いてきた。「微生物は

躍研究も重要だと考えている。味の素

例えば、メタゲノムを使って何かを

で、2 種類のアミノ酸を低コストで結

探すというときに、本来メタゲノムは

合させる酵素を発見したのも、
「こう

手段の 1 つのはずなのに、メタゲノ

インタビュー



2007.12

一番小さな家畜」という言い方をする
研究者もいるぐらいだ。
また、日本には中規模の化学工業が

いっているが、バイオプロセスで化学

主な微生物生産品とトップシェアの国

品を作れば炭酸ガスの排出量は減らせ
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バイオプロセスで生産されている化学品や食品、医薬品の中には、日本がトップシェアのものが非常に
多い（清水氏の資料による）

動車で排ガス規制をしたのと同じよう
なことをすれば、企業は本気でバイオ
プロセスに取り組むはずだ。
─バイオプロセスでは、アクリルア
ミドに続くものがなかなか出てこな

たくさんあり、その会社がみんなバイ

たものをいじりまわす方に価値を置い

かったという面がある。

オプロセスを持っている。バイオプロ

ていて、見つけることには高い価値を

清水 だからこそ、今は仕組みを作ら

セスにかかわる特許を見ても、欧米で

認めていない印象がある。

なければならない時期だと思う。バイ

はメディカル系の企業の出願がほとん

─そうした日本が強いところを強化

オプロセスに換えれば儲かるとなれ

どだが、日本では化学系企業の出願が

すべきなのに、バイオプロセスでも欧

ば、企業は必死になるだろう。そして

多い。もっとも欧米では化学企業は大

米の後追いになっている観がある。

その方が地球環境にとってもいいのだ

企業に集約されており、対して日本は

清水

その通りだ。米国では 1，3 プ

から、国はそういう方向に進めるべき

中規模の会社がたくさんあって似たこ

ロパンジオールや乳酸などの量産プロ

ではないか。アクリルアミドのような

とをしているのは効率が悪い面もある

セスが動いているが、あれは既にある

量産品でなくても、少量生産でも集め

かもしれないが、日本と欧州とで産業

ものを組み合わせたもので、言うなれ

れば炭酸ガスの削減効果は得られるの

の基盤が異なっているのは確かだ。欧

ば下流の技術だ。我々は上流の技術の

だから、国は後押しすべきだろう。

州の人たちはそういう点に日本と違い

話をしているのに、この 2 つが一緒

があると分析していた。

に議論されている。

以前、「日本の滅び行く技術」とい
うテーマで話をしている人がいて、架

さらに、微生物のスクリーニングに

別に下流が不得意なわけではないけ

橋、トンネル、造船と並べて発酵を挙

対する認識にも違いがあるように思

れど、多額の資金を要するし、誰でも

げていた。「発酵は滅び行く技術では

う。以前、
ヨーロッパのある雑誌に、
「ス

できることをやっていては金持ちが勝

ない」と説明して分かってもらったが、

クリーニングは闇夜の散歩のようなも

つのは見えている。一方で上流の研究

橋にしてもトンネルにしても「マー

のだ」
と書いたら、
科学的でないといっ

は無駄になるかもしれないけれど、い

ケットがないから技術を継承する人が

て削られたことがある。ロジカルでな

いバイオプロセスを開発できれば世界

いない」という話だった。つまり、バ

いことが欧米ではなかなか理解されな

はよりよくなるし、日本が尊敬される

イオプロセスもマーケットを作ってい

いが、スクリーニングはやる人が変わ

ようになるはずだ。ただ、そのために

かなければ発展していかないわけだ。

れば結果も変わるものだ。サイエンス

は企業が 1 社でやっても限界がある。

は再現性がなければだめという考え方

政府が戦略や方針を固めて取り組む必

の分野では注目されているが、化学品

もあるが、スクリーニングには再現性

要があるだろう。

の生産でも十分可能性はある。我々も

なんてない。それでもいいものを見つ

──具体的には何をすべきか。

地道な努力を重ねて、実績を出してい

ければいいはずなのに、欧米は見つけ

清水

くことが重要だと考えている。

温暖化で炭酸ガスを減らせと

インタビュー
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バイオプロセスは、今はエネルギー
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