
生命体のエネルギーとなる
ALAを用いた事業を推進することで
社会の期待に応えていきます
生命の根源に関わる物質として、
現在、天然アミノ酸ALA（アラ）への注目が高まっています。
今回は、ALA－ヘム研究の第一人者である東京都市大学の近藤教授をお招きして
その働きと可能性、そしてコスモ石油のALA事業について
当社木村社長と意見交換をしていただきました。

木村sALA研究の第一人者であ

る近藤先生から、ALAについて

最初にご解説いただけますか。

近藤sALAの存在は、従来から

知られていましたが、人工的に

大量生産することが困難で、研

究用試薬としてのみ使用されて

いる貴重な物質でした。ALA

は「5-アミノレブリン酸」と呼

ばれるアミノ酸の一種で、36億

年前の原始の地球に、生命とと

もに誕生したと考えられていま

す。血液中の赤い色素ヘムや葉

緑素（クロロフィル）の原材料

となる唯一のアミノ酸で、生命

体の維持に必須の物質であり

“生命の根源物質”です。

木村s近藤先生がALAに興味

を持たれたきっかけは何でし

たか。

近藤s生体の3原色に興味を持

ったのがきっかけでした。例え

ば怪我などで内出血した場合、

その部位の皮膚が赤から、青、

黄色へと変化した後に、元の健

康な色に戻りますが、そのメカ

ニズムに興味を持ったのです。

これは赤血球中のヘム（赤）が

分解されてビリベルジン（青）に

変化し、最終的にはビリルビン

（黄）に還元されて治癒するた

めなのです。このヘムは、筋肉

を動かすための生体内エネルギ

ー物質の生産や、解毒のため

の代謝、神経情報の伝達、代

謝の調節、脳の機能保持など、

様々な生命の根源反応に関与

しています。

ALAは、このヘムを合成する鍵

となるアミノ酸なのです。植物

では、葉緑素を生産する鍵とな

るアミノ酸となります。

木村s世界的にもALAの研究

は進んでいるのでしょうか？

近藤sALAに関する研究は、

ドイツやアメリカなどにおいて

も行われていますが、日本が最も

進んでいます。1960年代初頭
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に、私の恩師らによって動物の

ミトコンドリアからALAを生産

する酵素が発見され、それ以

来ALAの生合成の研究が注目

されるようになりました。さら

に70年代後半から80年代には、

ALA及びヘムの生合成に関わ

る研究や、難病である先天性

ポルフィリン症（ヘムの生合成

ができなくなる病気）、造血障

害、肝障害、鉛中毒などの病

気の発症機序※の解明や診断法

の開発など主に医学方面での

先駆的な研究が行われました。

ALA研究の歴史を振り返ってみ

ても、石油会社がALAの研究を

行っているのは意外な気がする

のですが、研究を始められたの

は、どのような経緯があったの

ですか？

木村s当社は1980年代後半に

事業の多角化を進めるなかで、

バイオテクノロジーの研究に力

を入れていました。当時もALA

の存在そのものはバイオ分野の

研究室のなかに試薬として常備

されていて、それほど珍しいも

のではありませんでしたが、従

来の化学合成法では、原料から

ALAを作り出すまでに多くの手

（左）

（右）
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間とエネルギーを必要とし、ま

た生産の効率も悪いため、製造

コストが高いという問題があり

ました。その問題に対して、中

央研究所のひとりの研究員が、

「元々人の身体の中に存在する

物質だから、他の生物を活用す

ることで生成できないか」とい

う方向からアプローチし、苦労

の末に光合成細菌という微生

物を用いた発酵法によって、

安価で大量のALAを生産する

プロセスの開発に成功したの

です。

2000年には製造方法の特許を

取得しました。ALAの製造コ

ストが下がった結果、肥料や

医療、ヘルスケア、化粧品な

ど様々な分野にALAの供給が

可能となりました。

近藤sALAは植物の生長も促

進させますからね。植物は光合

成、光のエネルギーを使って有機

化合物を作ることによって成長

しますが、ALAには光合成を活

性化させる働きがあります。植

物に適量のALAと微量金属を与

えることで、生長が促進されると

ともに、日当りの悪さや寒さなど、

環境ストレスへの耐性が向上す

る効果も発見されています。

コスモ石油におけるALA事業の

展開状況はいかがですか？

木村s様々な活用分野があり

ますが、当社は、まず肥料事

業を立ち上げることにしまし

た。日本国内の施設園芸の分

野で実績のある（株）誠和と共

同でコスモ誠和アグリカルチャ

（株）を設立し、農業向け肥料

の開発に取り組み、世界で初

めてALAを配合した機能性液

体肥料を開発しました。

すでに日本をはじめ、オランダ、

ドイツ、ギリシャなどヨーロッ

パ各国に販売網を拡大してい

ます。現在は、世界有数の農

業国である米国や中国での販

売にも着手しています。

木村sところで、先生は、加

齢とALAの関係について研究

を続けられていますね。

近藤sALAの不足が老化に関

係することが、最近分かってき

ました。先程、赤血球中のヘム

に生体内エネルギー物質を生産

する機能があることを申し上げ

ましたが、ヘムが足りなくなる

と、生体内エネルギーの生産量

●近藤雅雄氏プロフィール
東京都立大学理学部化学科卒業、厚
生省技官、東京大学医学部・徳島大
学医学部研究員、ロックフェラー大
学客員研究員、国立公衆衛生院室長
等を経て、東京都市大学人間科学部
教授 学部長。薬学博士。主な著書
に「コンパクト応用栄養学」（朝倉
書店）など研究業績1,000件以上。
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が低下し、老化現象が加速され

るというデータがあります。

ALAは動植物の生体内で生産

される天然アミノ酸ですが、

人間の場合、その量は17歳を

ピークに減少していきます。

また、実験動物を使った研究

でも肝臓や骨髄においてALA

を合成する酵素の活性が加齢

によって低下することを確認し

ました。

コスモ石油では、美容や健康な

どのヘルスケア向けにALAを応

用する取り組みも進められてい

るようですね。

木村s化粧品については、当社

とSBIホールディングス（株）の

ジョイントベンチャーである

SBIアラプロモ（株）が、ALAを

利用した商品開発と販売を行っ

ており、当社ではALAの原体を

供給しています。

健康食品についても、SBIア

ラプロモ（株）が、ALAを含有す

るサプリメントを開発し、様々

なチャネルを活用して、販売し

ています。

私自身も試作品の段階から2年

間ほど飲んでいますよ。

近藤s私も化粧品やサプリメン

トを愛用させていただいていま

すが、それ以外の分野ではどの

ような製品を開発されています

か。

木村s育毛剤の開発も行って

います。業務用ヘア化粧品の

専業メーカーである（株）ミルボ

ンと育毛剤開発･製造のための

共同事業契約を締結し、厚生

労働省への医薬部外品申請に

向けた臨床試験をスタートして

います。また、医療分野では、

SBIアラプロモ（株）が、脳腫瘍

等、癌の術中診断･治療の臨

床試験を開始しています。先

生からご覧になって、ALAの
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今後の可能性については、どのよ

うに考えていらっしゃいますか？

近藤s今後は健康長寿とQOL

（生活の質）向上の実現に向

けた研究がさらに進んでいく

と思われます。日本人の平均

寿命は、厚生労働省の2009年

の統計によると女性が86.44

歳、男性が79.59歳です。男

性は女性に比べて6.85歳短命

ですが、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、男女の染色体や基礎

代謝量の違いに加えて、男性

は免疫の中枢である胸腺の萎

縮が早いことがあげられます。

実験動物を用いた研究による

と、オスは加齢に伴い胸腺重

量が直線的に著しく減少・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。そこで老齢の動物にALA

を1週間摂取させてみました。

すると、オスの胸腺の萎縮が

抑制され、逆に胸腺重量が増

加したのです。その細胞を調

べると、免疫細胞が増加して

いたばかりでなく、長生きの

遺伝子であるクロトー遺伝子

や、活性酸素を分解するSOD

遺伝子など、400種類以上

もの遺伝子の発現が観察さ

れました。ALAはアンチエイ

ジング、抗酸化、運動機能の

維持向上など、様々な健康機

能の改善・維持・増進に応用

が期待される物質といえます。

近藤sALA以外には、どのよ

うな新規事業に取り組んでい

ますか。

木村s当社は、第4次連結中期

経営計画のもと、環境配慮型

の事業展開と技術開発に取り

組んでいます。

自然エネルギーを利用する技

術として、アラブ首長国連邦

のアブダビ政府系機関である

MASDAR（アブダビ・フュー

チャー・エナジー・カンパニ

※マスダール・シティ
アブダビ政府の資本によって運営される都市開発。先端エ
ネルギー技術を駆使して二酸化炭素を排出しない都市づく
りを推進しています。

※ビームダウン型実証実験プラント
鏡などを用いて太陽光を集光し、その熱を利用して蒸気タ
ービンを回転させ発電する技術。ビームダウン型とは、中
央の反射鏡で太陽光を地面に据え置いた太陽炉に集める手
法です。
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ALA配合の製品ラインナップ

ー）と東京工業大学と共同で、

集光太陽熱発電の研究を行っ

ています。中東地域では、石

油・天然ガスなどの天然資源

は、輸出して収益を確保する

一方で、内需用には自然エネ

ルギーの開発を進めています

ね。2009年に、アブダビ首長国

のマスダール・シティ※内に集

光量約100キロワットのビー

ムダウン型実証実験プラント※

が完成し、実証実験を行いま

した。高い集光性能が確認さ

れましたが、今後の事業化に

向けた課題抽出や、高性能・

低価格化の検討を行うため、

実証実験の結果分析を行って

いるところです。

近藤s国内での環境事業の取

り組みはいかがですか。

木村s2004年から山形県酒田

市で風力発電事業を行ってき

ましたが、今後の風力発電事

業への本格参入の足掛かりと

して、風力発電事業者である

エコ・パワー（株）の株式を昨

年取得しました。エコ・パワー

（株）は、日本におけるこの領

域のパイオニアとして、豊富な

開発力・技術力を持ち、風況

の良い東北・北海道に数多く

の風力発電設備を所有してい

ます。

近藤s石油という天然の資源

を長年経営の柱とされ、新規

事業としてALAという生命活

動の根源物質や自然エネルギ

ーの事業にも取り組まれるの

は、素晴らしいことですね。

今後益々の発展を期待します。

木村s今回、先生からALAの

機能や様々な効用について、

貴重な話をお聞きしまして、

ALAを活用した様々なビジネス

の可能性を再確認することが

できました。ありがとうござい

ました。

家庭用液体肥料
「ペンタガーデンPRO」

家庭用液体肥料
「ペンタガーデンValue」

業務用液体肥料
「ペンタキープSuper」

●コスモ誠和アグリカルチャ（株）TEL.03-3798-1225
ホームページ●http://www.pentakeep-world.com/
pentagarden/index_shop.html
＜インターネット販売＞―――――――――――――――
●（有）タカ・グリーン・フィールズ TEL. 044-922-9509
ホームページ●http://taka.shop-pro.jp/
●テイクオン（株）TEL.0120-190-114
ホームページ●http://takeon-ala.jp/

お問い合わせに関しては下記まで、お願いいたします。
●（株）誠和 TEL. 03-5817-2361
ホームページ●http://www.seiwa-ltd.jp/penta_world/order.html

※ALA含有健康食品とALA配合化粧品に関するお問い合
わせはSBIアラプロモ（株）までお願いいたします。
●SBIアラプロモ（株）TEL.03-6229-0095
ホームページ●http://www.sbi-alapromo.co.jp/

（お取扱店舗）――――――――――――――――――――
SS、東急ハンズやコーナン、島忠などのホームセンター、
園芸店等（各々一部店舗を除く）でお取扱中です。詳しくは
コスモ誠和アグリカルチャ（株）までお問い合わせください。

ALA配合の液体肥料

業務用液体肥料

家庭用液体肥料


