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酸化還元酵素・電極共役系を基盤とした生物電気化学研究の展開

京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻 加 納 健 司

1.　は じ め に
生物と電気の間には密接な関係がある．発電生物，電気生理

現象等々については紀元前から知られていた．Galvani の動物
電気説やそれを基に発見された Volta の電堆を経て，人類は電
気の利用を積極的に始めた．一方，20世紀半ばまでには，生
物が利用するエネルギーはすべて酸化還元反応に起因し，地球
上の酸化還元反応（元素サイクル）のほとんどは生体触媒が関
与していることも明らかにされていた．その後の更なる生化学
の発展や分子生物学の誕生を背景にして，各方面で新しいバイ
オテクノロジーも急速に発展した．電気化学や分析化学の分野
でも，この四半世紀，生物の種々の酸化還元能や電荷移動現象
を利用する試みが，国内外で盛んに行われてきた．こうした状
況を背景に，我々も，生体関連物質の酸化還元反応に焦点をあ
て，酸化還元酵素や補酵素等の機能・構造評価と，電極反応解
析を軸とした方法論を提案するとともに，酸化還元酵素・電極
共役系を基盤とした生物電気化学に関する研究を行ってきた

（図1）．本講演では，それらの一部を紹介させていただく．
2.　1e－/2e－スイッチャーの特性解析

キノンはフラビンと同様，生体内電子移動の 1e－/2e－スイッ
チャーとして極めて重要な役割を果たしている．Pyrroloquin-
oline quinone （PQQ）を皮切りに，1996年までに 4 つのキノン
が新規酸化還元補酵素として発見されていた（図2）．これらの
特性を知るには，まず酸化還元反応を 2段階1電子移動過程と
して捉えることが重要であると考えた．このため電気化学理論
に基づいたシミュレーションと非線形回帰法を組み合わせた電
気化学信号の新規解析法や，電解ESR セルを開発した．これ
らの手法により，多くのキノン系補酵素の酸化還元・酸塩基特
性を明らかにし，触媒反応機構や自動酸化反応機構を提言し
た．さらに研究対象をキノプロテインやフラボプロテインに広
げ，多くの研究者との共同研究により，新規なキノヘモプロテ
インアミン脱水素酵素（QH-AmDH, 図3）の発見や，ヒスタミ

ン脱水素酵素（HmDH）等の構造決定や発現系の構築に携わる
ことができた．また，HmDH の活性中心として，新規キノン
補酵素cysteine tryptophylquinone（CTQ, 図2, 3）と出会う幸
運にも恵まれた．そしてこれらの酵素活性中心の酸化還元中間
体セミキノンラジカルに焦点をあてた特性評価を行い，グル
コース脱水素酵素中の PQQ と Ca2＋の相互作用，HmDH の
6-S-cysteinyl-FMN と FeS の相互作用，フルクトース脱水素酵
素（FDH）の FAD とヘム C の相互作用等について論じた．

この研究過程で，酸化還元酵素の酸化還元電位の評価が必須
となり，カラム電解型セルを用いたバルク電解法による電位評
価法と，新規に考案した無隔膜バルク電解法による電位評価法
を考案して，熱力学的パラメータの評価を進めた（無隔膜バル
ク電解セルは市販に至っている）．

こうした研究過程で開発した手法は，関連する種々の課題に
適用することができた．水溶液中における吸着状態のキノンの
酸化還元反応平衡系において，理想型からのずれが観測される
ことは知られていたが，当時は，分子間相互作用に基づく理論
で説明されていた．詳細な理論解析の結果，このずれの原因は
2段階1電子移動過程の特性によるものであることを実証した．
また，水溶液中では極めて不安定な芳香族化合物の 1電子還元

図 1　生命科学から物質科学を対象として，基礎から応用と
いう視点で生物電気化学

図 2　キノン系補酵素

図 3　QH-AmDH（左）と CTQ を含む γ サブユニットの構造
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アニオンラジカルをシクロデキストリンで包摂安定化できるこ
とを，電気化学的，および ESR的に実証し，誘起双極子モデ
ルで説明した．ビフィズス菌成長促進因子としてのキノンの役
割も提唱した．
3.　酵素機能電極反応

酵素反応と電極反応の共役系を酵素機能電極反応という．こ
の反応のうち，電子移動メディエータを用いた電子移動

（MET）系は，実用的な生物電気化学デバイスの構築において
極めて有用である．酵素―メディエータ間の反応速度を決定す
る因子として，直線自由エネルギー関係（LFER）と長距離電
子移動反応の重要性を指摘し，メディエータ選択の指針を与
え，それぞれの酵素に適切なものを探索した．さらに LFER
の原理に基づき，NADH/NAD＋系，（中性付近での）H2  / H＋系，
およびギ酸/CO2系に関して，電気化学的相互変換を実現でき
る MET型酵素触媒系を構築することに成功した．また，各種
のメディエータ固定化法も提案し，多酵素連結系においてリポ
ゾーム内で実現することの有用性を示した．

一方，メディエータを用いない直接電子移動（DET）系は，
将来的な電気化学デバイス創生の鍵となることから，世界中で
活発な研究が行われてきたが，実現は容易ではなかった．こう
した背景のもと，マルチ銅酸化酵素による中性付近での酸素の
4電子還元反応，FDH によるフルクトースの 2電子酸化反応，
膜結合型ヒドロゲナーゼによる水素の酸化反応等について，極
めて高い電流密度で実現できることを見出した．

電極も含めすべての界面には電気二重層が形成され，その電
場は 106 V cm－1程度に達する．したがってタンパク質のよう
に電気二重層の厚さよりも大きな分子でも，その局所電荷が電
気二重層内に位置すると，非常に大きな電気泳動力を受けるこ
とになる．この効果で，電極表面に吸着した酵素は条件によっ
て失活しやすくなると予想し，それを実証した．そして，その
効果の回避策として，修飾電極の利用を提言した．
4.　バイオセンサー

複合酵素系を含む各種のバイオセンサーを示すとともに，反
応系やメディエータの問題点を，理論を含めて明示し，問題克
服のための解決法や，より良いメディエータの利用を提言し
た．これらの知見を基に開発した血糖値センサーは市販に至っ
た．特に世界で初めて酸素とマルトースに妨害されない血糖値
センサーを開発し，大きな市場を持つに至っている．さらにメ
ディエータの開発により，院内用高性能血糖値センサーへと進
化させることができた．またアンペロメトリック・ポテンショ
メトリーという新規概念も提案した．

ペルオキシダーゼを用いた H2O2測定用光分析法は頻繁に利
用されるが，測定液中に，アスコルビン酸（AsA）やポリフェ
ノール等の還元剤が共存している場合には適用できない．そこ
で，界面反応である電気化学法の特性を利用することによりこ
の問題を克服した．この H2O2 バイオセンサーは市販の残留農
薬測定装置に組み込まれたほか，カテキンの自動酸化反応を追
跡する目的にも用いた．本酸化反応では，カテキンの 1電子酸
化ラジカルが極めて重要な働きをしていることを示し，金属イ
オンだけでなく，AsA によって，著しく促進されることも明
らかにした（図4）．
5.　バイオ電池

2000年頃に，酵素あるいは微生物を利用したバイオ電池の

構想について報告した．その後，これは次世代エネルギー変換
系のひとつとして世界的に注目されるようになった．酵素バイ
オ電池の研究では，電池に適する酵素の探索のみならず，構造
生物学的アプローチや部位特異的変異による酵素機能改変を
行った．また，LFER に基づいたメディエータ選択や，電極の
改造，炭素微粒子の利用，酵素の大きさに合わせた炭素微粒子
の創製法の開発，ガス拡散型電極の試作等を行った．こうした
学際的研究を基盤に，バイオ電池の性能を飛躍的に向上させ，
企業との共同研究の結果，MET型では太陽電池並みの出力を
達成した．また DET型でもその 1/4程度に迫る世界最高性能
を実現した（図5）．

一方，単離酵素のみならず，微生物を触媒とした電極反応系
にも注目し基礎研究を展開した．ビフィズス菌の成長促進因子
としてのキノンの機能解明を機に，電極電位や最終電子受容体
により微生物代謝系を調整できることを示し，微生物バイオ電
池や物質生産系創生への展開の基礎研究を行った．さらに藍藻
を用いたバイオ太陽電池構想も提言した．

謝　辞　本研究は主に京都大学大学院農学研究科応用生命科
学専攻生体機能化学分野において行われたものです．京都大学
名誉教授 千田 貢先生と池田篤治先生には，学生時代から長
い期間に亘って，電気化学に関するご指導をいただきました．
また，研究を進めるにあたっては，非常に多くの大学・企業の
教員，学生，そして研究者の方々に，共同研究者としてお加わ
りいただき，貴重な助言と支援をいただきました．一方，形の
上での共同研究ではないにしても，多くの先輩や友人と，研究
のことや人生のことを語り合う大切な時間を共有することがで
きました．これまでのすべての関係者に深謝いたします． 

図4　カテキンの自動酸化反応機構（初発反応）

図5　DET型バイオ電池による発電



受賞者講演要旨 《日本農芸化学会賞》 3

分析化学を基盤とした食品機能性研究の先導的展開

東北大学未来科学技術共同研究センター　戦略的食品バイオ未来技術構築プロ
東北大学大学院農学研究科　生物産業創成科学専攻

プロジェクトリーダー・教授　宮　澤　陽　夫

私は，生体の加齢・老化・疾病に関わる過酸化脂質（脂質ヒ
ドロペルオキシドとその分解物）の化学と分子機構そして食品
機能性研究への応用を，分子・遺伝子・細胞・動物・ヒト介入
試験へと分析化学を基盤に展開してきた．私は北海道小樽市で
生まれ育った．生家前の小樽築港の岸壁や防波堤で海遊びを
し，通学時には我が家の裏山でトマトやキュウリ，イチゴなど
“季節のおやつ”をかばんに調達し，山上の学校で友人たちと
放課後によく食べた．また，母の手料理が美味しかったことも
よく覚えている．“食”に興味を持ちつつ，生命・健康への
“食”の大切さを化学的に解き明かしてみたいと漠然と考える
ようになっていた．食糧化学専攻の大学院に進み，生体膜脂質
の酸素化反応と細胞老化を研究することにした．当時，油脂の
酸化劣化は食品シェルフライフや食品衛生の観点からさかんに
研究されていた．しかし，生体膜脂質の過酸化については圧倒
的な高感度化が求められたにも拘わらず研究の目的に合致する
分析法がなかった．また，ヒト体内で非酵素的な脂質過酸化反
応が生じるのかも疑問視されていた．そこではじめに血中脂質
ヒドロペルオキシドを定量する CL（化学発光）-HPLC法を
1987年に開発し，さらにその後LC-MS/MS法を確立した．
1988年にヒト血漿にホスファチジルコリンヒドロペルオキシ
ド（PCOOH）の存在を証明し（図1），その後の酸素ストレス研
究に大きな刺激を与えた．正確な定量に必要な脂質ヒドロペル
オキシドの安定な高純度品の合成に成功し，過酸化脂質標品を
広く内外研究者に提供してきた．ヒトや動物の加齢老化，高脂

血，動脈硬化，高血糖，癌，認知症での膜脂質過酸化とその分
子機構を検討し，食品成分による予防調節機能を検証してき
た．多様な食品機能性成分（カロテノイド，キサントフィル，
トコフェロール，トコトリエノール，カテキン，ポリフェノー
ル，クルクミン，スルフォラファン，共役脂肪酸，トランス脂
肪酸，アザ糖デオキシノジリマイシン，グリセロ糖脂質，セラ
ミド，糖化アミノ脂質）とその代謝物の定量法を新規および改
良開発し，これらの多面的な機能性と効能を解明する一方，稲
における新規ビタミン E合成酵素の発見，高血糖によるアマ
ドリ型糖化脂質の発見，アルツハイマー病新規血液バイオマー
カー microRNA の発見など，“食”による健康増進と疾病予防
のための新方法論の確立による食品機能性研究を展開し，特定
保健用食品を含む多くの新食品開発に貢献した．以下に私が携
わった研究の主な成果を概略する．
1.　過酸化脂質定量のための分析法の開発　

世界で最も高感度な単一光電子計数装置を当時の新技術開発
事業団の生物フォトンプロジェクトで開発し，ショウジョウバ
エの寿命とハエ個体から発するフォトン強度（励起酸素分子，
今でいう活性酸素）が逆相関することを認めた．この発光子機
構を液体クロマトグラフの検出部に応用し，脂質ヒドロペルオ
キシド（PCOOH）の選択的高感度定量のための CL-HPLC法を
開発した．この米国特許を，カリフォルニア大学バークレイ校
医学部の Bruce Ames教授グループとの熾烈な競争の末，1990
年に得た．海外留学経験はなかったが 40歳という若い頃に米

図 1　健常者（25±2歳）血漿に確認されたホスファチジルコリンヒドロペルオキシド（PCOOH, 180～450 pmol/mL）とその分解物の構
造と濃度
a は自動酸化反応（ラジカル酸化）による生成物，b は酵素反応（リポキシゲナーゼ）による生成物．
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国の生化学者と論争し勝ち得た経験は，独創的であろうとした
その後の私の研究企画に大きな勇気を与えた．本法は，現在で
もヒト血中脂質ヒドロペルオキシドを特異的に検出定量できる
唯一の方法論である．

正確な定量値の評価や試料からの添加回収試験に必須な，高
純度脂質ヒドロペルオキシド標品の調製法の確立に成功した．
ひとつは，光酸化などで調製した粗酸化脂質（ヒドロペルオキ
シドを 30～80％含む）をピリジニウム p-トルエンスルホン酸存
在下で 2-メトキシプロペン（MxP）と反応させヒドロペルオキ
シド基を保護し，この MxP付加体を－80℃に保存しつつ，使
用時に酸加水分解して脂質ヒドロペルオキシド（純度95％以
上）を得，研究に使用する方法である．本法はさらに，多くの
標品脂質ヒドロペルオキシド異性体の調製に活用できた．例え
ば，自動酸化反応でリノール酸ヒドロペルオキシドの高純度異
性体を作り，これを MxP で保護し，リゾリン脂質（Lyso-PC）
にエステル結合させ，さらに脱保護することにより 1-パルミト
イル 2-ヒドロペルオキシオクタデカジエノイル PC の 4異性体

（13-OOH-9Z, 11E-dienoyl; 13-OOH-9E, 11E-dienoyl; 9-OOH-
10E, 12Z-dienoyl; 9-OOH-10E, 12E-dienoyl）の分離調製に成功
した．この技術は多様な不飽和脂肪酸から成る脂質ヒドロペル
オキシドそのものの生理作用を，未酸化物，還元生成物，分解
物の影響なしに直接評価することを可能にした．生体試料から
の過酸化脂質の抽出では従来法では分解が多いため，この分解
を回避できる新たな抽出法を構築した．

ヒドロペルオキシド基の発光子反応を逆利用すると抗酸化性
の物質を選択的に検出できた．そこで，ポリフェノール類及び
フェノール性化合物（カテキン類，テアフラビン，アントシア
ニン，没食子酸，コーヒー酸，クルクミン）の選択的高感度定
量のための CL-HPLC法を開発した．発光スペクトル分析によ
り上皮細胞内に取り込まれたポリフェノールの構造同定を可能
にした．本法により，ヒト体内に移行して血中で抗酸化などの
機能性を発揮できるフェノール性成分と，重合ポリフェノール
のように体内に移行せずもっぱら消化管内で生理機能を発揮で
きる成分の検証を可能にした．

また，PCOOH分子種と分解物，皮脂SQOOH（スクアレン
ヒドロペルオキシド）の定量用に LC-MS/MS による MRM

（multiple reaction monitoring）法を開発した．同定されたヒト
額部皮脂SQOOH の 6異性体を NMR解析し，一重項酸素酸化
が皮脂で生じていることを証明し，これへの食品による抗酸化
防御能を明らかにした．ヒト血漿には一重項酸素酸化物は存在
せず，ラジカル反応と酵素酸化産物のみであることを明らかに
した．農産物の極性脂質（グリセロ糖脂質，グリセロリン脂
質，セラミド，セレブロシド）の一斉分析とポリフェノール定
量用に光散乱検出（ELSD）-HPLC法を確立した．これらにより
培養細胞試験，動物試験による分子機構の解明と，食品機能性
のヒト介入試験が容易に行えるようになった．
2.　こめトコトリエノール（T3）の抗腫瘍，抗血管新生，脂質
代謝改善，皮膚保湿，抗アレルギー機能の解明
こめの抗酸化成分で癌を退縮できないものか，研究を続けて

いた．こめ糠からこめ油製造時の副産物であるスカム油に不飽
和ビタミン E である T3 が含まれている．このこめ T3 は腫瘍
細胞に移行し易く，腫瘍細胞からの内皮細胞増殖因子の分泌を
抑え，血管内皮細胞の遊走を抑制して管腔形成を抑え，腫瘍に

細胞死を誘発し，ペリサイトを欠如する腫瘍性新生血管形成を
阻害して癌を退縮させる抗腫瘍機構を発見した．摂取すると皮
下脂肪にも移行し易いため皮膚の保湿，抗アレルギー，抗酸化
に優れることを明らかにし，フェーズ IV の末期乳がん患者の
転移癌（リンパ節，骨転移）が抗癌剤との併用で 400 mg/day  
1年間の T3摂取でほぼ完全に消失することを確認した．また，
T3 が脂肪細胞の脂質代謝を改善し抗肥満作用を示すことを明
らかにした．T3 は高価であるため，多量に T3 を生産する株
を育種する研究を進め，レトロトランスポゾン変異と RNA干
渉を用い，稲カルスに T3増産に有効な新規VE合成酵素 

（geranylgeranyl reductase II; GGR2 と命名）を発見した．これ
により “食”による癌予防のための T3大量生産の道を開いた．
3.　加齢・老化性疾患に対する食品機能成分の効能の証明　

ヒトの高脂血，動脈硬化，高血糖における血漿過酸化脂質濃
度の高値を明らかにし，食品成分による抗酸化作用，過酸化脂
質低下作用，脂質代謝改善作用を明らかにした．血中に
PCOOH が増加することによって単球が血管内皮細胞のアクチ
ン重合を介した接着因子ICAM-1 への接着を亢進することを明
らかにし，血管壁への脂質沈着を過酸化脂質（PCOOH）が強
く誘発することを解明した．この時，Rho-family GTPase が作
用して Small G タンパクのひとつである Rac が活性化される
ことを確認し，動脈硬化の増悪化に PCOOH が関与すること
と食品抗酸化成分の有効性を証明した．桑葉に含まれているア
ザ糖（イミノ糖，デオキシノジリマイシンなど）が一定濃度

（6 mg以上）摂取できれば食後の血糖改善に有効であることを
ヒト介入試験で証明した．アザ糖は消化管の糖消化酵素の活性
中心にイオン性に接着して酵素活性を和らげる．この食後血糖
を正常化できるアザ糖を納豆菌で大豆から大量生産することに
成功した．高血糖者血清に炎症惹起性のアマドリ型糖化リン脂
質（deoxy-D-fructosylphosphatidylethanolamine）を発見し，ビ
タミン B6 がこの糖化反応の抑制に有効であることを明らかに
した．非炎症性で顕著な脂肪肝形成を伴うトランスジェニック
マウスを用い，C型肝炎・肝癌ウイルスのコアタンパクが強烈
な遊離基性を有し，膜脂質過酸化と同時に DNA変異を強く誘
起する主因であることを証明し，肝炎タンパクが遊離基発生性
であることの証明に成功した．アルツハイマー病者の赤血球に
酸化脂質の異常蓄積を発見し，これがキサントフィルであるル
テイン摂取で有効に除去できることをヒト試験で証明した． 
さらに，ルテインに富むクロレラの摂取でも赤血球の老化が予
防できることをヒト試験で証明した．血漿と脳脊髄液の 
microRNA抽出法を確立し，タンパク合成を抑制するアルツハ
イマー病マーカー microRNA を血漿（miR-34a, miR-146a）と脳
脊髄液（miR-29a, miR-29b, miR-34a, miR-125b, miR146a）に発
見し，これを評価基盤にして認知症の早期発見と，食品による
認知症の予防さらに進行抑制へと研究を進展させている．

謝　辞　今日に至るまで，大変多くの先生方からご指導をい
ただきました．心より感謝いたします．本研究は，東北大学大
学院農学研究科の食糧化学専攻食品学研究室および生物産業創
成科学専攻機能分子解析学研究室，さらに東北大学未来科学技
術共同研究センターの食品バイオプロジェクトで，在学生，卒
業生，多くの共同研究者のご協力によって成し遂げられた成果
です．誌面をお借りして厚くお礼申し上げます．
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食品製造における速度過程が関与する現象の工学的解析

京都大学大学院農学研究科 教授 安 達 修 二

1.　は じ め に
1次生産物（農水畜産物）を加工して食品または食品素材を

つくる科学（口に入るまでの科学）と，それらを摂取したとき
に体内で起こる現象を解明する科学（口に入ってからの科学）
を包含する農芸化学における食品科学が，人類の健康で豊かな
生活に貢献するには，両者の調和した進展が不可欠である．演
者は，前者の食品製造プロセスに関する研究を手掛けてきた．
ヒトが恒常的に摂取する食品を製造するには，摂取後に体内で
起こる現象や材料のもつ化学的な特性に対する深い知識を必要
とする．これが農芸化学分野で食品製造工学を研究・教育する
意味と理解している．

農芸化学分野の研究は，着目する対象に対して有効な多くの
手段を用いて，その理解の深化を図る研究手法が多い．一方演
者は，物質や熱などの移動速度過程に関する移動現象論と

（生）化学反応の速度過程を定量的に扱う反応工学の考え方を，
食品製造プロセスの効率化や製造過程で起こる現象の解明に適
用する手法で，安全な食品を安価で合理的に製造するための基
礎的な研究を行ってきた．その過程で得られた主な成果は以下
の 4点であり，そのうちの 2点（2 と 5）について，少し詳しく
述べる．
2.　連続クロマトグラフ装置の設計法の確立とバイオリアク
ターとの融合によるさらなる効率化
液体クロマトグラフィーは樹脂充填層内における溶質成分の

移動速度の差を利用した分離・分析法であり，停止したベルト
コンベア上をウサギはカメより速く走り，ウサギが先に，カメ
が後からベルトコンベアの他端に到達することに例えることが
できる．ここで，ウサギとカメの移動速度の中間の速度でベル
トコンベアを逆方向に回転させると，ウサギとカメは異なる方
向に移動する．これが移動層型連続クロマトグラフにより 2成
分を連続的に分離する基本的な考え方である．しかし，充填剤
を移動させることは困難であるので，小分割した複数のカラム
を連結し，液の入口と出口を所定の周期で液流れ方向に切り替
えることにより，相対的に充填剤を液とは逆方向に流す擬似移
動層操作が採用される．本装置は，原料（ウサギとカメ）供給
口，溶離液供給口，吸着性の弱い成分（ウサギ）の取出口，吸
着性の強い成分（カメ）の取出口により 4 つのゾーンに分割さ
れ，小分割したカラムの大きさ，その各ゾーンへの配置本数，
流路の切替周期，各ゾーンの液流速，供給・取出液の速度など
の多くの操作変数を適正に制御しなければ，効率的な分離は達
成できない．このように複雑な装置に対して，吸着剤が連続的
に移動すると近似して，定常状態における装置内の濃度分布を
簡便に求める数式モデル（連続移動層モデル）を提出し，本モ
デルに基づいて，吸着剤流れと液流れのそれぞれによって運ば
れる溶質速度の比を表す無次元パラメータと各ゾーンの役割に
着目して，良好な分離が達成できるように各ゾーンの流速の範

囲を合理的に決定できることを示した．また，各ゾーンの小カ
ラムの寸法と本数を決定する方法（装置の設計法）を提案した．
さらに，実際の擬似移動層の操作法に忠実に，非定常状態にお
ける濃度分布も計算できる数式モデル（間歇移動層モデル）も
提出した．これらの数式モデルは，基本的な設計法として現在
でも広く利用され，パソコンで簡単に利用できるパッケージを
Web上で無料公開している．

また，擬似移動層操作が採用される高果糖異性化糖の製造装
置の一部に固定化グルコースイソメラーゼ反応器を組み込むこ
とにより，分離工程で使用される溶離液の量を大幅に低減して
溶質濃度の低下を抑えるとともに，目的成分であるフルクトー
スの回収率を高めて，濃縮工程の負担を軽減する省エネルギー
なプロセスを提案した．
3.　亜臨界水の食品加工への利用に関する基礎的並びに応用
的検討
常圧における沸点から臨界温度の範囲（100～374℃）で加圧

することにより液体状態を保った亜臨界水は，常温常圧の水と
は異なる特徴をもつ．一つはイオン積が大きく，酸または塩基
触媒として作用する点である．亜臨界水中で糖やペプチドなど
は加水分解だけでなく，縮合や異性化などを受けることを見出
し，速度論的に解析した．もう一つの特徴である比誘電率が低
く有機溶媒に近い性質をもつことに着目して，農水産未利用資
源から抗酸化性物質などの有用な物質を効率的に抽出する方法
を提出した．なお，これらの過程では抽出だけでなく，加水分
解やメイラード反応なども併発する．さらに，亜臨界条件に保
持した水とエタノールなどとの混合液は特異な特性をもつこと
を見出した．
4.　粉末化による脂質の酸化抑制機構の解明

液状脂質と食品高分子の濃厚水溶液を乳化して得られる 
O/W エマルションを噴霧乾燥などにより急速に脱水して微小
な油滴を食品高分子の乾燥層で被覆（粉末化）すると，脂質の
酸化が大幅に抑制される．これは，食品高分子乾燥層が酸素の
移動に対する障壁になるためと考えられていた．しかし，脂質
の酸化動力学と酸素の拡散速度を連立して得た脂質の酸化過程
に対する考察から，粉末化による脂質の酸化抑制は酸素の拡散
速度の低下だけでは説明できず，粉末中での脂質の多様な存在
状態を考慮するモデルにより現象をよく説明できることを示し
た．
5．パスタの乾燥および茹で過程における水の移動機構の解明

食品には，保存性を高めるために乾燥し，喫食時に復水する
ものも多い．パスタは小麦の一種であるデュラム・セモリナと
水だけからつくられており，食品の乾燥や吸水（茹で）の過程
で起こる現象を検討するには好適である．クラックを発生させ
ることなく短時間に乾燥する条件の決定や茹でパスタの食感の
制御には，パスタ内での水の移動機構を知ることが不可欠であ
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る．そのためには，1本のパスタ内の水分分布を測定する必要
があり，核磁気共鳴画像法（MRI）などが用いられているが，
装置が極めて高価であり，かつ原理的に低含水率の領域は測定
できず，解像度も低い．とくに，パスタの中心に芯が残り（含
水率が低く），食べ頃といわれるアル・デンテ（al dente）の水
分分布を精確に測定できない．そこで，含水率に依存してパス
タの色が変化することに着目し，デジタルカメラで撮影した画
像を解析することにより，低価格で低含水率の領域まで高い解
像度で水分分布を精確に測定する方法を開発した．本法によ
り，パスタ表面の含水率はすぐには平衡値とならず，時間とと
もに増加すること，表面付近には含水率分布が平坦な領域があ
り，それが時間とともに広がること，さらに，吸水初期にはパ
スタのガラス転移に起因する急激な含水率の勾配が存在するこ
とを見出した．これらの知見は，パスタの茹で過程を単純な水
の拡散と捉える従来の考え方では説明できない．太さの異なる
パスタの吸水量を外挿して得られる無限に細い仮想的なパスタ
の吸水速度と，グルテンのみで調製したパスタの吸水速度か
ら，表面の含水率の変化はグルテンの構造の緩和に起因するこ
とを明らかにした．また，その過程が律速であり，構造が緩和
すると短時間でデンプン粒が吸水・糊化して，ほぼ等方的な膨
潤により平坦な含水率分布の領域が形成され，さらに内部では
含水率の勾配により水が拡散する機構を提出した．また，パス
タのレオメータによる物性値と水分分布を検討し，食感との関
係を明らかにした．さらに，乾燥条件の異なるパスタの茹で過
程での水分分布とレオメータによる物性値の測定から，乾燥条
件を制御することにより茹でパスタの食感を合理的に制御でき
る可能性を示した．

また，生パスタの乾燥条件を合理的に決定し，製品の含水率
を適正に制御するには，予熱期間を考慮することが重要である
ことを明らかにした．さらに，乾燥期間中にクラックが発生し
ないように，生パスタは温度と湿度を複雑に変更して乾燥され

るが，種々の温度と湿度における乾燥速度に及ぼす含水率の影
響を体系的に測定し，任意のプログラムで温度と湿度を変えた
ときの乾燥過程を精確に予測する方法を確立した．
6.　結　び　に

農芸化学は目的指向型の応用研究であり，企業と大学がそれ
ぞれの役割を分担して，目的を達成することが必要である．そ
こで，大学に所属する研究者として，関心はあるが商品開発な
どには直結しないため，食品企業等では検討し難い，プロセス
の設計法の開発，新しい食品加工法の可能性や食品加工プロセ
スで生起する現象の解明などを手掛けてきた．このように，課
題解決型の研究スタイルであるが，工学的な手法を適用するこ
とにより，課題ごとに，ささやかながら新規な方法の開発や機
構の解明につながる知見が得られたと考える．食品を合理的に
製造するための「如何に」を取り扱う食品工学は，地味な分野
であるが，食品科学の均衡のとれた進展には大切な一分野と考
える．このような分野の面白さを感じていただければ幸いであ
る．

謝　辞　食品工学分野の研究を手掛ける機会を与えていただ
き，今日に至るまで長きにわたりご指導を賜りました松野隆一
先生に心より御礼を申し上げます．また，研究者としての手ほ
どきとご指導をいただきました中西一弘先生並びに工学分野に
奉職する機会を与えていただきました橋本健治先生に厚く御礼
を申し上げます．これらの研究は，演者が勤務した京都大学工
学部化学工学科，新居浜工業高等専門学校工業化学科，静岡県
立大学食品栄養科学部食品学科および京都大学農学部食品工学
科（現 大学院農学研究科食品生物科学専攻）で行ったものであ
る．ともに研究を進めていただいたスタッフや卒業生並びに企
業の皆さまに感謝いたします．また，多くのご支援をいただき
ました日本農芸化学会，とりわけ関西支部の皆さまに厚く御礼
を申し上げます．
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植物機能高度活用のための分子基盤開発

奈良先端科学技術大学院大学　バイオサイエンス研究科　教授　横　田　明　穂

1.　は じ め に
地表に届いている太陽光量子数で決まる葉面積当たりの植物

の最大光合成速度は 100 μmol/m2/s である．一方，葉に含ま
れる CO2固定酵素，ルビスコの最大活性は 100 μmol/m2/s で
ある．すなわち，植物光合成最大能力は現在の地球環境に完全
に適応していることになる．しかし，実在する植物の光合成
CO2固定速度は高くても 25～35 μmol/m2/s程度である．光合
成炭素代謝の全容が解明された 1975年以降，世界の研究者は
植物の生産力を強化する上で避けて通れないこのギャップの解
消にチャレンジしてきた．私もその内の一人である．20年前
に（財）地球環境産業技術研究機構で研究室を主宰して以来，そ
れまでの光合成研究の経験を踏まえつつ，植物光合成機構のさ
らなる理解とそれに基づいた植物機能の高度利用を目標に基礎
から応用にわたって研究してきた．
2.　植物機能強化の分子基盤
2-1　炭酸ガス固定機能
光合成が一義的にルビスコの酵素能力の劣悪な諸性質によっ

て制限されていることは，現在でも広く世界的に受け入れられ
て い る（図1）．1970年 に ル ビ ス コ が ribulose bisphosphate

（RuBP）のカルボキシラーゼ反応に加えオキシゲナーゼ反応も
触媒し，この反応が光呼吸での CO2放出現象とも相俟って光
合成効率を 30～50％も減じていることが明らかになってきた．
また，ルビスコの反応速度は普通の酵素の 0.1～1％程度で，基
質CO2 への親和性が低いことも植物光合成が低速度でしか進
行できない原因になっていることが分かってきた．そこで世界
の光合成研究者は植物光合成においてルビスコのこれら 3 つの
劣悪機能を改良することで光合成効率の強化を目指した．

ルビスコは大小2種類のサブユニットが 8個ずつ会合した分
子質量550 kDa の巨大蛋白質である．触媒残基は大サブユニッ
ト上に存在し，その遺伝子は葉緑体DNA にコードされてい

る．従ってルビスコの酵素機能の飛躍的向上を目指す時，葉緑
体DNA の遺伝子操作が不可欠であった．この技術が米国で開
発された直後，我々も直ちにその技術の確立に成功した．この
成功は，それまで生理学的研究でその存在が提唱されていた
が，その実在については大きな論争の的であった光合成循環型
電子伝達系に関与する遺伝子を世界に先駆けて見出すという副
産物も生んだ．その後，この分野は光合成研究の重要な研究分
野になっている．

我々はまず，50℃で pH 2前後という溶存CO2 がごく僅しか
存在しない状態で活発に生育する原始紅藻Galdieria partita
に，植物ルビスコの 3倍ほど CO2固定反応に特化したルビスコ
が存在することを見出し，その諸性質を明らかにした（図2）．
直ちに Galdieria酵素の大小サブユニット遺伝子を葉緑体DNA
に導入して葉緑体での発現が世界で試みられたが，我々を含め
てまだ成功していない．

様々な生物のルビスコの構造活性相関研究研究では，
Galdiereia ルビスコには CO2固定反応に特化した構造があるこ
と（図2），植物ルビスコには触媒部位以外に RuBP を結合して
反応速度を 50％ほど高くする活性調節部位が存在することを
発見し，さらに植物ルビスコでは N-末端から 21及び 305残基
目はリジンであるが，光合成細菌Chromatium ルビスコにこ
れらのリジン残基を導入し反応速度を植物ルビスコの 5倍ほど
に高めることに成功した．しかし，当初目指した植物ルビスコ
機能の全面的改良に未だに至っていない．

一方，ルビスコの蛋白工学的な機能改良は難しいが，ルビス
コがより活発に機能できる葉緑体内環境を整備することの重要
性に世界に先駆けて着目している．葉緑体内の RuBP濃度を高
濃度に維持するための代謝工学を施すことによって，ルビスコ
はルビスコ活性化酵素を介して活性化され，さらには活性調節

図 1　ルビスコの諸性質は光合成CO2固定反応に適さない

図 2　ルビスコのカルボキシラーゼ反応とオキシゲナーゼ反
応の反応比特異性と生物界におけるその多様性
Vcmax , Kcm , Vomax , Kom はそれぞれカルボキシラーゼ反応と
オキシゲナーゼ反応の Vmax , Km を示す．
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部位に RuBP が結合することでルビスコはさらに高活性型に
なっていると思われる．最近，ルビスコと NADPH複合体の
構造を発表したが，その結合様式から判断して NADPH の結
合もルビスコの高活性型維持に重要であると考えている．今後
は，ルビスコ自体のタンパク質工学的な改良よりも，ルビスコ
が機能しやすい葉緑体環境を整備することの重要性を積極的に
発信していきたい．

またこの 15年間に大きく発展した各種生物のゲノム解読の
成果を高度活用し，光合成ルビスコの祖先型に近い遺伝子を古
細菌や枯草菌に見出してきた．枯草菌が持つルビスコ様蛋白質

（RuBisCO-like protein, RLP）はメチオニンのメチル基が利用
された後に残った硫黄原子を再利用するためのメチオニン再生
経路で，ルビスコの初発反応に酷似した触媒機能を持つ．ヒト
では再生経路内の酵素蛋白質がガン細胞の細胞死に関与するこ
とが最近見出された．また，この我々の RLP研究は，ポスト
ゲノム時代の生物の分子進化研究の一つの方向性を提起してき
た．現在は，カルビン回路の原型が地球上で完成したもっとも
原始型の CO2固定回路をメタン産生菌に見出し，投稿準備中
である．
2-2　野生種スイカの環境耐性機構
光合成に多量の水を必要とする野生種スイカはカラハリ砂漠

で乾燥に比較的耐性を示す C4型雑草が枯死した後も青々と繁
茂している．このことは野生種スイカには強光乾燥耐性分子機
構が備わっていることを意味しており，この 15年間その解明
を目指してきた．その結果，強光乾燥初期には光合成電子伝達
系を正常に保つために ATP合成酵素のεサブユニットを量的
に制御すること，細胞膜にシトクローム b561 を誘導して細胞外
のアスコルビン酸酸化酵素と連携して葉緑体内の過剰エネル
ギーを細胞外に水として放出する系を構築すること，根を急速
に発達させるために根端や側根の分裂組織に細胞分裂誘導に関
わると思われる RanGTPase1 や転写因子COL1 を誘導するこ
とを見出した．野生種スイカ RanGTPase1（CLRAN1）をジャ
ガイモに導入するとその先端に塊茎を付けるストロンを分化誘
導した．現在，CLRAN1 がストロン誘導を引き起こす分子機
構を詳細に解析している（図3）．一方，CLCOL1 はシロイヌナ
ズナ CONSTANS-Like 4（COL4）に酷似していた．CLCOL1
は野生種スカイ培養毛状根では主根根端や側根原基で発現して
いた．また，同様な毛状根を用い，人為的誘導系を用いて 35S
プロモーター下で CLCOL1 を発現させると，野生種スイカの
根は急速に発達伸長した．現在，CLCOL1 をジャガイモやイ
ネ科植物に導入中である．

またストレス後期には下位葉のルビスコ蛋白質等を分解して
シトルリンに変え，上位葉をヒドロキシルラジカルから防御す
る．この発見を基に，2007年にシトルリンは医薬品リストか
ら除かれ，非医薬品に新規収載された．
3.　植物機能の高度利用

植物葉緑体は興味ある性質を持っている．大腸菌やヒトの細
胞の蛋白質濃度は 20～25％だが，葉緑体内の蛋白質濃度は
40％程度である．葉緑体形質転換が容易なタバコを用いて，
もっとも強力なプロモーターを付して葉緑体DNA にオワンク
ラゲの緑色蛍光蛋白質（GFP）遺伝子を導入すると，最大200 
mg/ml程度にまで GFP蛋白質が蓄積することを見出した．こ

の技術をすでに技術確立していたレタス葉緑体に応用し，医用
蛋白質（ヒトチオレドキシン-1，hsTrx-1）を合成することに成
功した．合成された組換え hsTrx-1 はヒトのものと何ら変わら
ない生物活性を有していた．この技術をさらに発展させること
を目指し，所属大学が果敢に進めている課題創出型研究第一号
として大手企業と共同研究している．

これらの研究の過程で，148報の原著論文を発表し，4編の
専門書への招待総説を発表した．また，特許成立4件（この 1
つは米・欧でも成立し，他の 1 つは欧・中で成立），特開2件

（この 1件は米・中・豪で認可，他の 1件は国際的大企業にラ
イセンス化）の実績を持つ．

これらの業績から，平成23年度の文部科学大臣表彰「科学技
術賞（研究部門）」を受賞した．

謝　辞　本研究は，この 45年間の多くの方々のご支援とご
協力の下で成し得たものです．島根大学農芸化学科で光合成の
反応機構に興味を持ち，平山修先生と落合英夫先生（故人）の
ご指導を皮切りに，大阪府立大学大学院では北岡正三郎先生と
中野長久先生のご指導の下で光合成研究に邁進できました．そ
の後，当時京都大学農学部の山田康之先生（元奈良先端大学
長）と大山莞爾先生（故人）のお世話で（財）地球環境産業技術
研究機構（RITE）に移り，近藤次郎研究所長と山口務専務理事
のご支援の下で光合成機能の利活用研究に大きく舵を切りまし
た．3年後に，山田先生と大山先生のご尽力に加え，山口専務
理 事 の ご 理 解 も あ っ て， 奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学

（NAIST）バイオサイエンス研究科分化・形態形成学講座で大
きく研究展開できる機会を得，今日に至っています．この間，
府立大後輩の重岡成近畿大学教授の協力は得難いものでした．
府立大時代には和田野晃先生（現名誉教授）には定量的発想を，
RITE では鹿内利治君（現京大教授）はじめ多くの優秀な若手
研究者に恵まれ，NAIST分化・形態形成学講座では河内孝之
君（現京大教授），竹村美保さん（現石川県立大学准教授），三
宅親弘君（現神戸大学准教授），明石欣也君（現鳥取大学准教
授），蘆田弘樹君（現神戸大学准教授），宗景ゆりさん（現
NAIST助教）には，各自の専門分野から多大な協力を得まし
た．また，この間の多くの博士研究員や学生諸君の積極的で献
身的な研究参加や，その他の研究室メンバーの皆さんの協力に
よるものです．お世話になった方々に心から感謝します．

図 3　ジャガイモ地下茎腋芽からのストロン誘導に RAN1 が
関与する可能性
A：ジャガイモ地下部各組織の名称，B：CLRAN1導入に
よるジャガイモ塊茎数の増加，C：ジャガイモ外植片腋芽
からのストロン発達を解析するための in vitro系の確立．
この系で in vitro培養4, 5日後にストロンの発達してく
る，D：ジャガイモ外植片培養初期の腋芽における内生
RAN1 の発現誘導．
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乳由来血圧降下ペプチド素材の開発

カルピス株式会社    研究戦略部長 山 本 直 之①
カルピス株式会社 発酵応用研究所次長 中 村 康 則②

は じ め に
乳酸菌で発酵した乳は，保存性に優れるだけでなく，健康に

もよい飲み物として知られている．疫学的研究や実験的手法を
通して，発酵乳または乳酸菌自体が，有用な機能を持つことが
示されている．有用性に関しては，発酵乳は，寿命延長効果，
ガンの進行抑制，インターフェロン産生促進，血中コレステ
ロールレベルの減少，抗菌作用など，多くの有用な機能を持つ
ことが報告されている．しかしながら，有効成分，作用機序お
よびヒトでの有用性に至る一連の関係について明らかにされた
例は少なかった．われわれは，乳酸菌の菌種固有の性質上の特
徴を活かした差別的な機能開発を実施した結果，Lactobacillus 
helveticus に特徴的な効果として血圧降下作用を見出し，その
関与成分として 2種の血圧降下ペプチド Val-Pro-Pro（VPP）お
よび Ile-Pro-Pro（IPP）を発見した．両ペプチドを高生産する
菌株の分離，さらに酵素法による乳蛋白質からの両ペプチドの
効率生産に成功し，ここで開発したペプチド素材を用い，血圧
分野における飲料開発からサプリメント開発，素材販売への展
開が可能となり，今日に至っている．

本稿では，血圧降下ペプチドの発見，発酵による生産と実用
化，酵素法による製造の確立と実用化，有用性の科学的な検証
としてヒト試験による有用性と作用メカニズム解析，に関して

紹介する．
1.　発酵乳中の血圧降下ペプチド

さまざまな乳酸菌種の中で，L. helveticus は最も蛋白質分解
活性が強く，発酵乳中に多くのペプチドを生産する．発酵乳内
に高濃度に生産されるペプチドの保健効果に着目して，さまざ
まな機能探索をした結果，L. helveticus発酵乳特異的な血圧降
下作用を見出した（表1）．その作用には血圧上昇にかかわるア
ンジオテンシン変換酵素（ACE）を阻害する活性を有する 2種
のトリペプチド VPP および IPP が主要な役割を果たす事を明
らかにした．VPP, IPP配列は，βおよびκカゼインの配列にみ
られる．その後の乳酸菌蛋白分解酵素の解析から，複数の酵素
の作用により産生されることがわかっている．また，プロリン
残基を有するペプチドは分解酵素への耐性が強いことから，
Pro-Pro配列を有する両ペプチドは，これ以上の分解を受けず
乳中に残存し，かつ，経口摂取した際に消化酵素による分解を
受けにくいというアドバンテージとなっている．
2.　発酵技術の実用化

VPP, IPP を関与成分として含む L. helveticus発酵乳のヒト
試験における有効性実証を経て，特定保健用食品としての表示
許可を取得し，1997年に ｢カルピス酸乳アミール S｣ を発売す
るに至った．当時，「カルピス酸乳アミール S」は乳酸菌発酵

① ②

表 1　各種乳酸菌発酵乳の血圧降下作用とペプチド含量の評価

菌種 ペプチド量 
（％）

プロティナーゼ活性 
（U/ml）

ACE阻害活性 
（U/ml）

血圧降下値 
（ΔmmHg）

control （milk） 0.00 ―  0 －5.0±7.3
（Lactobacilli）

L. helveticus CP790 0.19 230 58 －27.4±13.3**
L. helveticus CP611 0.25 367 70 －20.0±9.6**
L. helveticus CP615 0.18 420 51 －23.0±13.4**
L. helveticus JCM1006 0.15 182 26 －15.2±9.3*
L. helveticus JCM1120 0.10 112 34 －6.5±10.8
L. helveticus JCM1004 0.21 186 48 －29.3±13.6**

L. delbrueckii subsp. bulgaricus CP973 0.19 105 22 －0.8±8.2
L. delbrueckii subsp. bulgaricus JCM1002 0.11 124 28 －4.5±4.0
L. casei CP680 0.01  35  3 －0.2±6.6
L. casei JCM1134 0.00  28  9 －7.0±11.2
L. casei JCM1136 0.09  25 18 －9.6±7.2
L. acidophilus JCM1132 0.00  28  8 －8.7±7.8
L. delbrueckii subsp. lactis JCM1105 0.08  18 16 －3.3±3.5

（Streptococci）
S. thermophilus CP1007 0.02  35  3 －2.4±8.1

（Lactococci）
L. lactis subsp. lactis CP684 0.00  35  4 －7.3±10.5
L. lactis subsp. cremoris CP312 0.02  18  4 －5.8±13.9

Significant differences from the control, **p＜0.01, *p＜0.05
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乳を利用している点で，健康イメージへの受容性が高いこと
や，他社に先駆けて市場投入したこともあり，差別化された製
品コンセプトが認知され大きな話題となった．

その後，VPP, IPP産生能の高い乳酸菌を得る目的で，蛋白
分解能と ACE阻害活性を指標に菌株の分離と選別を重ね，L. 
helveticus CM4株の分離・取得に至った．本株使用により，血
圧降下ペプチド VPP, IPP の生産性を約2倍高めることができ，
製品の風味改良や小容量化が可能となった．乳原料を乳酸菌で
発酵するだけで安定的に機能性成分を産生し，その後の加工な
どの処理が不要であり，通常の飲料製造と同じプロセスで製品
化できる点は製品コンセプトのみならず，生産コスト面から考
えても大きな強みとなった．
3.　酵素法技術の開発

乳酸菌の中で L. helveticus は高い蛋白質分解活性を有する
が，発酵乳中には未分解の乳蛋白質が未だ多く残存する．発酵
乳としての加工適性は高いものの，発酵乳は発酵時に生産され
る特徴的風味のため様々な食品形態への加工が制限される．ま
た，海外での事業展開などでの輸送上の課題がある．そこで，
VPP, IPP の安全で効率的な生産方法として酵素法による技術
開発の検討を進めた．乳酸菌酵素研究で蓄積した必要酵素とし
ての要件は判明していたが，数種類の酵素を混合し経済的にも
生産に利用可能な酵素群としなければならない課題があった．
そこで，低分子のペプチド産生能に優れ，かつ ACE阻害活性
の強い乳蛋白分解物を調整することが出来る食品用酵素群を 
選抜することで，課題をクリアすることができた．こうして得
られた Aspergillus oryzae酵素を用いた生産方法を用いると，
VPP, IPP の生産効率は実にほぼ 100％に近いものとなった．
4.　酵素法素材の実用化

酵素法を実用技術として採用し，安定生産技術を開発し，乳
原料の安価入手や大規模の酵素処理，濃縮，粉化処理のため海
外での大量生産を実施した．工業的レベルでのスケールアップ
により，数十トンレベルでのカゼイン分解物からの安価生産が
可能となり，素材ビジネスとしての可能性を大きく広げた．本
原料を活用することで国内においては発酵乳を用いない果汁
ベースの飲料にペプチドを添加した特定保健用食品を許可取得
し「アミール S毎朝野菜」として発売した（図1）．また，飲料
以外の製品形態の開発が可能となった．酵素法による粉末素材
については，B to B事業において大手国内外食品メーカーへ
の原料販売が可能となり，米国やアジア諸国における原料販売
事業への展開にまで至っている．また，機能性成分の物質特
許，用途特許，製造特許など国内外に出願することで，原料供
給および特許ライセンスでの事業基盤構築に結びつけた．
5.　ヒト試験での有用性検証

前述した発酵乳または酵素法素材を用い，様々な食品形態
（発酵乳，果汁飲料，タブレットなど）の製品開発を行ってい
る．それぞれについて，ヒト試験で有用性検証を実施し，これ
までに，15種以上の様々な臨床試験において，いずれも有意
な血圧降下作用を確認している．有効性に関しては，近年海外
でも同成分を含む食品の有効性試験成績がいくつか報告されて

いる．これら試験成績をまとめたメタアナリシス解析もなさ
れ，両ペプチド摂取が血圧降下に有用であるとする報告がなさ
れ，本技術への信頼性が広く認められている．一方，安全性に
関しても，動物やヒトでの単回投与試験，連続投与（長期）試
験などの各種安全性試験によって，その安全性の高さが確認さ
れている．
6.　作用メカ二ズムの解析

一般的に生体内ACE を阻害すると血圧降下に至ると言われ
ているが，ペプチド素材が生体内でのこのような作用を示すこ
とを矛盾なく説明した例はほとんどない．特に，血圧降下ペプ
チドの血中への移行や組織での役割などは殆ど解析されていな
い．VPP, IPP を動物に経口投与後に各組織を採取する際に変
性剤を加えることでペプチド分解をおさえ，VPP, IPP が存在
するか検出可能となった．その結果，肺および動脈にその酵素
活性阻害に十分な濃度の VPP, IPP が蓄積されることが示され
た．さらに，蛍光標識した両ペプチドを用いた組織染色によ
り，VPP と IPP が動脈中の血圧調節に重要な役割を果たす血
管内皮細胞により高濃度で蓄積されることが明らかになった．
また，動脈内の遺伝子変動の解析から医薬品ACE阻害剤と同
じような酵素阻害が細胞内で起こっていることを確認した．こ
れらのメカニズム解析によりペプチドが実際に生体内で寄与し
ていることを検証している．
お わ り に

最近，VPP, IPP は，血管内皮機能障害，動脈硬化，循環器
障害を予防する可能性があることを動物実験で確認し，かつ，
血管内皮機能改善効果があることをヒト試験で確認した．この
ように，カゼイン由来ペプチドである VPP および IPP は，血
圧のみならず血管・循環器疾患に対して良好な影響を与える可
能性がある．

今後，本技術によって開発した VPP, IPP素材を使った製品
がひろまり，多くの方に利用され健康維持に寄与できることを
期待している．

謝　辞　本研究成果は，共同研究における各分野の専門家の
諸先生方，カルピス株式会社・研究開発部門および生産技術に
かかわる多くの関係者の尽力によるものであり，ここに深謝い
たします．また，本賞選考への推薦をいただきました選考委員
の先生方に厚く御礼申し上げます．

図 1　VPP と IPP を活用した製品の例
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ジペプチド発酵技術の開発と工業化

協和発酵バイオ株式会社

は じ め に
二つのアミノ酸が結合したジペプチドは，構成するアミノ酸

と同等の栄養生理機能を持つだけでなく，溶解性や安定性など
で構成アミノ酸より優れた物性を示したり，ジペプチドの構造
に起因した生理機能を発現するものもあり，その潜在機能の発
掘や，多様な機能を持つ新素材として用途開発が進められてい
る．しかしながら一般的にジペプチドの経済的な工業製法はな
く，安価に供給できないことがその進展の大きな障害となって
いた．従来ジペプチドはアミノ酸を原料に保護基の導入，ペプ
チド結合形成，保護基の脱離を経る化学合成法（または化学酵
素合成法）で生産されており（図1），その技術の改良と最適化
の結果，ジペプチド誘導体である人工甘味料アスパルテームは
唯一の例外として商業生産されている．しかしながら技術の汎
用性が乏しいため，その他のジペプチドについてこの製法では
経済的に製造することは難しい．理想的なジペプチド製法は，
二種の無保護のアミノ酸を直接意図する一定の順序で酵素的に
結合させることである（図1）．そこで発酵法を目標としたジペ
プチドの抜本的な製法革新を最終目標として，この新規活性酵
素の探索から取り掛かることにした．以下に各論を紹介する．
1.　新規ジペプチド合成酵素の探索と単離 1）

新規酵素探索の定石として活性（目的産物の生成）を指標と
するスクリーニングを思い浮かべるが，対象産物のジペプチド
は容易に生分解されるために，細胞を含む試料を用いた活性評
価系では感度良く遂行する事は困難であると考えられた．そこ
でゲノム情報より候補遺伝子を絞り込み，該当遺伝子の組換え
型精製酵素を用いることで細胞由来分解活性を排除し，高感度
に活性を評価する手法を採用した．そこで問題となるのは候補
遺伝子の絞り込みの方法である．目的活性を有する酵素および
その遺伝子情報が皆無であることから，目的酵素が潜在すると
いう前提において，その構造的特微の仮説を設定することで選
抜することにした．そして以下の三つの条件を設定して机上で
の探索を実施した．①既知のペプチド結合形成活性を有する各
種酵素に共通する反応における ATP依存性から ATP結合配
列を持つこと，②当然ながら未だ見出されていない酵素のため
機能未知遺伝子として分類されていること，③最も理想に近い

反応を有する酵素として D-Ala-D-Ala ligase（Ddl）［EC 6.3.2.4］
を挙げて（Ddl は D-アミノ酸同士ではあるがα-ジペプチド形成
活性を有していることから），それに類似する構造を持つこと．
その結果，最有力候補遺伝子として枯草菌Bacillus subtilis 168
株由来の機能未知として登録されている ywf  E が見出された．
本遺伝子は枯草菌が生産するジペプチド抗生物質バシリシン

（bacilysin）の生合成クラスター中に存在するものであった．
大腸菌で発現した組換え型酵素を用いて活性評価した結果， 
遊離アミノ酸から ATP依存的にジペプチドを合成する活性が
確認された．本酵素はその構造的特徴から ATP-dependent 
carboxy/thiol ligase ファミリーに属し，L-アミノ酸のみを基質
に（D-アミノ酸とは反応しない），α-ジペプチドを特異的に合
成する（ジペプチド以上のオリゴペプチドは合成しない）と同
時に広いアミノ酸に対する基質特異性を有する（図2）という
全く新規の性質を有することが分かったので，新たに L-アミ
ノ酸 α-リガーゼ：L-amino acid α-ligase（Lal）［EC6.3.2.28］と命
名した．

その後本酵素の結晶構造解析が兵庫県立大学との共同研究で
進められ，基質結合部位を含む構造が明らかになっており 2），
それらの情報を利用して変異型酵素を誘導し，合成可能なジペ
プチドの種類を増やせるような，より望ましい性質を有する酵
素の創出が可能になってきている．
2.　ジペプチド直接発酵法の構築と工業化 3）

ジペプチドを構成するアミノ酸は，「発酵法」という技術革
新によって安価供給を実現し用途開発を急拡大させた経緯があ
る．いわばジペプチドを取り巻く状況は，発酵法が確立する前
のアミノ酸を思い浮かばせる．そこでジペプチド製法を革新す
べく新たに発見した Lal の酵素活性を活かして最終目標とする
ジペプチドの直接発酵プロセスの構築に取り組んだ．

前述のアミノ酸発酵によれば微生物は増殖しながらアミノ酸
を合成できることから，今回発見した Lal の活性を組み合わせ
れば，ジペプチドが安価な原料（グルコースやアンモニア）か
ら微生物の増殖・代謝を通じて直接発酵生産できるものと想像
できる．すなわち従来製法で必須であったアミノ酸を出発原料
とすることはおろか，煩雑な工程操作も不要になりジペプチド

図 1　ジペプチドの合成方法（化学合成法，化学酵素合成法）
と理想の合成反応（破線部分）

図 2　Ywf  E が合成可能なジペプチド
縦軸；生成するジペプチドの N末側になりえるアミノ酸，
横軸；生成するジペプチドの C末側になりえるアミノ酸．
● で示すジペプチドの生成が確認された．
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の生産が一貫した酵素反応すなわち細胞内代謝で完結して生産
できるということである．しかしながら本想定を単純に実践す
るだけではジペプチドの生成は確認できなかった．そこで種々
の考察と検討の結果，ジペプチド発酵を成立させるための必要
条件を明らかにした．それは［1］ Lal を安定に発現強化させる
こと（過剰な強化は生育を悪化また不安定化させる），［2］宿主
細胞のジペプチドの分解活性および取り込み活性を欠失させる
こと（安定なジペプチドの蓄積のため），［3］目的のジペプチド
を構成するアミノ酸の供給を適度に強化すること（アミノ酸発
酵の育種技術を応用する）である．これら多面的な育種による
厳密な代謝改変を組み合わせることで，ジペプチドの効率的な
直接発酵生産プロセスを構築することができた．しかしながら
この基本プロセスからスケールアップを進める工業化検討にお
いて，新たな課題が見えてきた．それは目的とは別の配列のジ
ペプチドの副生が際立ってくる現象であり，これは元々基質特
異性が広い Lal の特性を考えれば納得できることでもある（図
2）．しかし副生ジペプチドは精製工程で産物と分離除去するこ
とが困難であるため培養工程での低減が望まれた．その対策と
して宿主細胞内における目的ジペプチドの構成アミノ酸濃度を
最適に高める 4）と同時に副生物を構成するアミノ酸濃度を下げ
るという繊細で複雑な代謝改変の組合せによる解決法を見出し
た．また生産性向上と副生低減のために特定のジペプチドを能
動的に排出できる膜タンパクの遺伝子を探索・同定し，その活
性強化により目的ジペプチドを優先的に排出する育種方法も確
立した 5）．このようにして工業生産スケールでも目的産物を効
率的に純度高く発酵生産できる生産菌および培養技術を完成で
きた．続く培養液からの単離精製・結晶化に関しては，従来の
アミノ酸発酵における精製ノウハウを踏襲し最適化すること
で，特別な操作・装置を用いることなく低コストで高収率なプ
ロセスを構築できた．現在ジペプチドの発酵法での工業的製造
は国内工場（山口事業所）にて実施している．
3.　ジペプチド製品紹介

今回紹介する製品は，アミノ酸単体の物理化学的性質によ
り，その使用が制限されてきたアミノ酸の代表例であるグルタ
ミン（Gln）とチロシン（Tyr）に関して，アラニン（Ala）と連
結させたジペプチドであるアラニルグルタミン（AlaGln）およ
びアラニルチロシン（AlaTyr）である．Gln および Tyr は水に
対する溶解度が低く，またさらに Gln は溶液状態での安定性が
低いため（熱や高低pH による易分解）使用用途が制限されて
いる．しかしながらそれらをジペプチドにすることで，前述の

物理化学的な欠点を改善できることが知られており（表1），特
に AlaGln については Gln成分の液状添加を強く望まれてきた
医療用の輸液用途として，また米国健康食品市場においては協
和発酵USA から「SUSTAMINETM」というブランドでスポー
ツドリンク等，各種飲料用途で販売されている．その他AlaGln
と AlaTyr の双方において，急速な技術の進展とともに注目を
集めているバイオ医薬品の製造用途（動物細胞培養用培地）に
おいて適性があり需要が増え始めてきている．

従来技術との製品価格に対するメリットという点では，既存
の化学合成法に比べて製造コストは 1/10程度になっていると
推定され，より使いやすい価格での供給が可能となり，新たな
用途での需要喚起が期待される．
（引用文献）
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謝　辞　Lal の結晶構造解析を行うにあたり，兵庫県立大学　
樋口芳樹先生ならびに研究室の方々にご指導，ご尽力いただき
ました．ここに深く感謝の意を表します．

表 1　ジペプチドによる Gln および Tyr の物性改善効果

アミノ酸 ジペプチド 溶解性（g/L） 
（水，25℃）

安定性

グルタミン 53.7 不安定
Gln

アラニルグルタミン 550 安定
AlaGln

チロシン 0.62 安定
Tyr

アラニルチロシン 17.8 安定
AlaTyr

自社データ
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超好熱菌由来の新規DNAポリメラーゼの 
発見とその産業利用

東洋紡株式会社     バイオケミカル事業部部員 北 林 雅 夫①
東洋紡株式会社 ライフサイエンス事業部マネジャー 小松原 秀 介②
立命館大学        生命科学部教授，学部長 今 中 忠 行③

は じ め に
われわれの生活になじみのある微生物のほとんどは，常温，

中性付近，豊富な栄養条件の下で活発に増殖できる．しかし，
これらは地球に存在する微生物のごく一部であって，通常の培
養設備で増殖可能な微生物は土壌中の全微生物の約1～10％に
過ぎないことが分かってきた．そして，火山付近などの高温環
境，深海などの高圧環境，北極や南極域などの低温環境にも，
その環境に見事に適応した極限環境微生物が多数生息している
ことが明らかになった．これらの極限環境微生物は，従来の微
生物に見られない特性を有し，基礎･応用両面で興味深い研究
対象になっている．

極限環境微生物の中でも，好熱菌は，一般に 55℃以上で生
育可能な微生物をいう．好熱菌は高温環境下で生育できるた
め，その構成成分であるタンパク質も変性し難い性質を持ち，
耐熱性酵素の宝庫といえる．好熱菌のうち，75℃以上で生育で
きるものが高度好熱菌であり，その例としては，Taq DNA ポ
リメラーゼの生産菌として有名な Thermus aquaticus などが
挙げられる．

これらに対し，90℃以上で生育できるのが超好熱菌である｡
超好熱菌は生物の進化系統樹の源流に位置しており，現存する
生物の中で原始生命体に最も近いと考えられている．その生育
条件は，水素，硫化水素，硫黄，2価鉄イオンなどをエネル
ギー源とし，二酸化炭素を唯一の炭素源として化学独立栄養増
殖を行なうものが多く，火山活動の盛んな原始地球環境（高
温，嫌気的，無機的）に近いと考えられる．

東洋紡は 1882年に繊維事業を創業し，1952年に生化学関連
研究に着手して，1970年に診断薬原料酵素事業，1972年に臨
床検査薬事業を開始した．そして，この原料酵素の開発で培っ
た微生物培養，酵素精製の技術を用い，遺伝子工学研究用試薬
の開発に着手して，1982年に制限酵素の販売を開始している．
東洋紡の遺伝子工学研究用試薬事業は後発であり，特徴ある製
品の開発に取り組むことにより，存在感を発揮する必要があっ
た．一方，当時，大阪大学大学院工学研究科今中研究室では
様々な極限環境から多種多様な微生物を採取して，これら微生
物を用いた基礎および応用研究を進めていた．超好熱始原菌
Thermococcus kodakarensis KOD1株由来の新規耐熱性DNA
ポリメラーゼ（KOD DNA ポリメラーゼ）は，今中研究室で進
めていた応用研究の 1 つであり，産学の共同研究により製品開
発されたものである．
1.　KOD DNAポリメラーゼの酵素特性

特定の DNA断片だけを増幅する PCR法は，遺伝子の研究
分野のみならず，感染症や遺伝子検査といった診断分野など，

広く産業利用されている．この PCR法の酵素として用いられ
るのが耐熱性DNA ポリメラーゼである．

Taq DNA ポリメラーゼの利用により PCR法の簡便化，自
動化への道が開かれ，幅広く応用可能な手法として発展したの
であるが，この酵素は伸長反応の速度は高いが，3′-5′エキソヌ
クレアーゼ（プルーフリーディング）活性を持たないため，
DNA合成時の正確性が低いという欠点があった．そこで，
Thermus よりも更に高温（90℃以上）で生育する超好熱菌が探
索され，3′-5′エキソヌクレアーゼ活性を持つ Pyrococcus furio-
sus の酵素（Pfu DNA ポリメラーゼ）が開発された．この酵素
は Taq DNA ポリメラーゼと比較して，耐熱性と正確性は高い
が伸長能力が低く，PCR増幅効率が低いという欠点があった．
超好熱菌の中で，耐熱性と合成速度と正確性の全てが優れる
DNA ポリメラーゼの開発が待望されていた．

われわれは鹿児島県小宝島の硫気坑から超好熱始原菌を分離
し，Thermococcus kodakarensis KOD1 と名付けた．本菌は，
65～100℃で生育し，有機物をエネルギー源および炭素源とし，
硫黄を電子受容体にした嫌気的従属栄養生育が確認されてい
た．その菌体の生理特性は，既報の P. furiosus と極めて類似
している．しかし，KOD1株からクローニングされた KOD 
DNA ポリメラーゼは，Pfu DNA ポリメラーゼとアミノ酸レ
ベルにおいて高い相同性（約80％）を有しているものの，その
酵素特性は大きく異なっていた．そのプロセッシビティー

（DNA ポリメラーゼが基質DNA に結合してから離れるまでに
合成できるヌクレオチドの数）は，既報の耐熱性DNA ポリメ
ラーゼの中で最高水準であった（表1）．この特長を明らかにす
るため，X線結晶構造解析が行なわれ，立体構造が明らかにさ
れている．DNA ポリメラーゼには Palm領域と Fingers領域と
呼ばれる領域があり，基質となる dNTP の取り込みに関与し
ている．KOD DNA ポリメラーゼの Fingers領域にはリジン，
アルギニンなどの塩基性アミノ酸が Palm側に向かって数多く
並んでおり，これが効率的な dNTP の取り込みに関与してい
ることが示唆されている．
2.　KOD DNAポリメラーゼの PCRへの応用

KOD DNA ポリメラーゼは，米国で開発された Taq DNA
ポリメラーゼ，Pfu DNA ポリメラーゼとは異なる純然たるメ
イド ･イン ･ジャパンの酵素である．Taq DNA ポリメラーゼ
と比較して，耐熱性が約7倍，合成速度が約2.5倍，正確性が
約50倍と優れた酵素特性を有する，これまでに類の無い酵素
であった（表1）．しかし，その高い DNA伸長能力や強すぎる
3′-5′エキソヌクレアーゼ活性のため，PCR に使用するには制
御が難しく，使いづらいという欠点があった．われわれは，

① ② ③
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KOD DNA ポリメラーゼを使い易い PCR酵素とするため，以
下に示すような様々な工夫を行った．
（1）　KOD DNAポリメラーゼの機能改変 
まず，PCR成功率を向上するため，タンパク質工学技術を

用いた KOD DNA ポリメラーゼの酵素特性の改変を試みた．
PCR において 3′-5′エキソヌクレアーゼ活性は正確性を保つた
め重要となる．しかし，KOD DNA ポリメラーゼの強すぎる 
3′-5′エキソヌクレアーゼ活性は伸長を阻害する原因になってい
た．そこで，ファミリー B DNA ポリメラーゼのエキソヌクレ
アーゼ活性領域に共通して存在する Exo I ドメイン，および，
その近接するアミノ酸を改変することにより，3′-5′エキソヌク
レアーゼ活性の強弱を制御することを試みた．その結果，3′-5′
エキソヌクレアーゼ活性が様々な強さを持った変異体を取得で
き，幾つかの変異体では PCR の成功率を格段に向上すること
ができた．
（2）　PCR反応Buffer組成の最適化検討 
KOD DNA ポリメラーゼは，その高い DNA伸長能力から，

もともと GC リッチなど DNA配列の影響を受けにくく，夾雑
する阻害物質の持込みにも耐性がある．しかし，その高い伸長
能力のため，誤って結合した Primer からも遺伝子を増幅して
しまい，非特異的な増幅が多かった．

このような非特異的な増幅を防ぐには，PCR の反応組成が
最も重要になる．一般的には，核酸と相互作用する陽イオンの
検討が行われ，Primer の結合状態を安定化するイオンと不安
定化するイオンのバランスや組み合わせにより，非特異的な増
幅を防ぐことが行われている．KOD DNA ポリメラーゼの反
応組成も様々な検討を行い，陽イオンだけでなく陰イオンが反
応の特異性改善に関与することを見出し，特異性の高い PCR
を実現した．
（3）　アクセサリータンパク質の利用
生体内では DNA ポリメラーゼが連続的に効率よく DNA合

成を行うため，様々なタンパク質と共同して働いている．この
ような DNA ポリメラーゼに協力して働くアクセサリータンパ
ク質を PCR に利用した．

伸長能力を向上させたものの例としては増殖細胞核抗原
（proliferating cell nclear antigen: PCNA）が挙げられる．真核
生物では PCNA が DNA ポリメラーゼを DNA鎖状にとどめて
おくクランプ分子として働いており，DNA ポリメラーゼと結
合して，ポリメラーゼの DNA鎖上のスムースな移動を助ける
と考えられている．その他独自のアクセサリータンパク質を開
発し，KOD DNA ポリメラーゼに組み合わせることにより
PCR の増幅効率を向上することに成功した．

（4）　ホットスタート PCR技術の採用
PCR の成功率は，Primer ダイマーなどの非特異的な増幅に

より低下する傾向がある．中でも PCR の最初の昇温の際に起
こる非特異的な酵素反応は PCR の成功率を著しく低下させる．
我々は，DNA ポリメラーゼドメインと 3′-5′エキソヌクレアー
ゼドメインをそれぞれ認識する 2種類のモノクローナル抗体を
KOD DNA ポリメラーゼに結合させて，常温での酵素活性を
完全に封じ込むことに成功した．この抗体の添加によって，目
的とする DNA断片のみを潤沢に得ることを可能にした．
3.　最近の KOD DNAポリメラーゼ関連製品の開発動向

1995年に「KOD DNA ポリメラーゼ」を PCR用酵素として
開発以来，上記の技術開発を重ね，最近，「KOD DNA ポリメ
ラーゼ」をベースに，用途別に 2種類の PCR用酵素を開発し
た．1 つは KOD DNA ポリメラーゼの高い正確性を更に向上
し て，PCRの成功率を上げた「KOD-Plus-Neo」（正確性は
Taq DNAポリメラーゼの約80倍）で あ る． も う 1 つ が，
KOD DNA ポリメラーゼの安定性，伸長能力を最大源に活か
して，マウステールや植物葉などから DNAを精製することな
く，直接PCRに持込むことを可能にした「KOD FX Neo」（正
確性は Taq DNAポリメラーゼの約20倍）である．「KOD-
Plus-Neo」はヒトゲノムから 24 kb，「KOD FX Neo」はヒト
ゲノムから 40 kbの目的産物を増幅することができる．

更に，2013年には，これまでのリアルタイム PCR用酵素の
常識を覆し，難配列，ロングターゲット，クルードサンプルで
高効率リアルタイム PCRを可能にした「KOD SYBRⓇ qPCR 
Mix」を開発した（図1）．また，KOD DNA ポリメラーゼは研
究用途のみならず，遺伝子診断でも優れている（東洋紡（株）全
自動遺伝子解析装置GENECUBEⓇの反応試薬として販売）．
その優れた伸長速度を活かし，素早く正確な判定が必要な診断
の用途でも大いに活躍することが期待されている．

われわれは多くの研究者が望む製品の開発を心がけ，この
18年間に 13個の KOD関連製品群を開発している．これから
も「KOD DNA ポリメラーゼ」が PCR酵素の 1つの理想形と
信じて，更なる応用研究を進めている．

謝　辞　本研究を行うにあたり，北陸先端科学技術大学院大
学・高木昌宏先生，関西学院大学理工学部・藤原伸介先生に，
ご指導をいただきました．ここに深く感謝の意を表します．ま
た，本研究開発に携わった，東洋紡関係者の皆様に深謝申し上
げます．さらに，本賞にご推薦いただきました広島大学大学院
生物圏科学研究科・江坂宗春先生，および選考委員の先生方に
厚く御礼申し上げます．

表 1　耐熱性DNA ポリメラーゼの特性比較

図 1　最近の KOD DNA ポリメラーゼ関連製品
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免疫調節多糖体を産生する乳酸菌を 
活用した機能性ヨーグルトの開発

株式会社明治食機能科学研究所　　　　　　牧　野　聖　也①
株式会社明治食機能科学研究所部長　　　　池　上　秀　二②
株式会社明治食機能科学研究所グループ長　狩　野　　　宏③
株式会社明治食機能科学研究所所長　　　　伊　藤　裕　之④

1.　は じ め に
ヨーグルトは Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus（ブル

ガリア菌）と Streptococcus thermophilus（サーモフィルス菌）
の共生作用を利用して乳を発酵することで製造される．ヨーグ
ルトでは，これらの乳酸菌が乳酸をはじめアセトアルデヒドや
ジアセチルなどの芳香成分を産生することにより，ヨーグルト
特有のさわやかな酸味と風味が生まれる．また，乳酸菌の中に
はヨーグルト中に菌体外多糖（Exopolysaccharide: EPS）を産
生するものが存在する．EPS はヨーグルトにボディー感やク
リーミーな食感を与えるとともに，離水を抑制するなど安定剤
の役割を果たしている．
2.　開発の背景

日本では少子高齢化が進行しており，高齢者の健康長寿，子
供の健やかな成長が今後ますます望まれる．高齢者や子供は免
疫力が弱いため，常に感染症の脅威に曝されている．日本人の
死因第3位は肺炎であり，インフルエンザ感染で死亡する人の
8割以上が 65歳以上の高齢者である．このような状況の中，毎
日手軽に摂取できる食品で，免疫力を維持・向上させることの
メリットは大きいと考えられる．免疫力を高める食品成分とし
てはキノコや海草由来の多糖がよく知られている．そこで，わ
れわれは乳酸菌が産生する EPS の免疫賦活作用に着目し，免
疫力を高める機能性ヨーグルトの開発に着手した．
3.　乳酸菌の選抜

当社が保有する 139株のブルガリア菌について EPS の産 
生量を評価し，産生量が高い株として 3 つの菌株を選抜した．
そして，これら 3 つの菌株が産生する EPS をそれぞれ精製 
し，マウスの脾臓細胞に対するインターフェロン–ガンマ

（IFN-γ）の産生誘導活性を評価した．その結果，L. bulgaricus 
OLL1073R-1（1073R-1乳酸菌（図1））が産生する EPS に IFN-γ
産生誘導活性が認められた．IFN-γは活性化した免疫細胞から
産生され，がん細胞やウイルス感染細胞を攻撃・破壊するナ
チュラルキラー（NK）細胞を活性化することが知られている．
すなわち，1073R-1乳酸菌が産生する EPS は免疫細胞を刺激
し，NK細胞の活性（NK活性）を高める可能性が示唆された．
4.　マウスにおける NK活性上昇効果

1073R-1乳酸菌が産生する EPS が生体の NK活性を上昇させ
るか否かを確認するために，マウスへの経口投与試験を行っ
た．まず，EPS をマウスに 3週間毎日経口投与して脾臓細胞の
NK活性を評価した．その結果，EPS を投与したマウスでは蒸
留水を投与したマウスに比べて NK活性が有意に上昇した．そ
こで，この EPS を含有するヨーグルト，すなわち 1073R-1乳酸

菌と S. thermophilus OLS3059 で発酵したヨーグルト（1073R-1
乳酸菌ヨーグルト）を調製し，マウスに 4週間毎日経口投与を
行った．その結果，1073R-1乳酸菌ヨーグルトは蒸留水に比べ
て NK活性を有意に上昇させた．一方，発酵前の未発酵乳や他
の乳酸菌で発酵したヨーグルトは NK活性を上昇させなかった

（Makino et al., J. Dairy Sci. 2006）．
5.　マウスにおける抗インフルエンザ活性

NK細胞はウイルス感染細胞を攻撃することでウイルス感染
防御に関わっていることが知られている．そこで，マウスイン
フルエンザウイルス感染モデルを用いて 1073R-1乳酸菌ヨーグ
ルトと EPS の効果を評価した．BALB/c マウスに各被験物を，
ウイルス接種21日前から 6日後まで経口投与した．1073R-1乳
酸菌ヨーグルトは 0.4 ml/day/マウス，EPS は 1073R-1乳酸菌
ヨーグルト 0.4 ml の含有量に相当する 20 μg を毎日経口投与し
た．ウイルス感染後，マウスの生存率を指標に，1073R-1乳酸
菌ヨーグルトおよび EPS の抗インフルエンザ活性を評価した．
その結果，蒸留水を投与したマウスはウイルス接種7日後から
死亡が観察され，9日後には全てのマウスが死亡した（生存率
0％）．一方，1073R-1乳酸菌ヨーグルトを投与したマウスはウ
イルス接種21日後の生存率が 37.5％であり，蒸留水投与に比
べて有意な生存率の上昇及び生存日数の延長が認められた 

（P＝0.0018）．また，EPS を経口投与したマウスはウイルス接

① ② ③ ④

図 1　1073R-1乳酸菌
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種21日後の生存率が 11％であり，蒸留水投与に比べて生存率
の上昇及び生存日数の延長傾向が認められた（P＝0.0648）．

さらに，これらの効果のメカニズムを調べるために，上記と
同様のスケジュール，投与量で 1073R-1乳酸菌ヨーグルト，
EPS をマウスに経口投与し，マウスがすべて生存しているイ
ンフルエンザウイルス接種4日後に脾臓細胞の NK活性，肺洗
液中のインフルエンザウイルス特異的抗体価，インフルエンザ
ウイルス価について評価を行った．その結果，1073R-1乳酸菌
ヨーグルト投与群，EPS投与群ともに蒸留水投与群に比べて脾
臓細胞の NK活性は上昇しており，さらに肺洗液中のインフル
エンザウイルス特異的IgA, IgG1 の増加が認められた．これら
の現象を反映するように，肺洗液中のインフルエンザウイルス
価は 1073R-1乳酸菌ヨーグルト投与群，EPS投与群ともに蒸留
水投与群に比べて有意に減少しており，これが生存日数の延長
につながったと考えられる．これらの結果から，1073R-1乳酸
菌ヨーグルトは抗インフルエンザ活性を発揮し，その効果には
EPS による NK活性の上昇効果，さらにはインフルエンザウイ
ルス特異的抗体価を増加させる効果が寄与している可能性が示
唆された（Nagai et al., Int. Immunopharmacol. 2011）．
6.　健常高齢者を対象とした長期摂取試験

1073R-1乳酸菌ヨーグルトの摂取がヒトの免疫機能に与える
影響を評価するために，健常高齢者を対象とした長期摂取試験
を山形県舟形町（2005年3月～5月），佐賀県有田町（2006年11
月～2007年2月）で実施した．
1）　山形県舟形町での試験
山形県舟形町に在住する 40歳以上の住民を対象として試験

を実施した．被験者57名を 2群に分け，1073R-1乳酸菌ヨーグ
ルト摂取群と牛乳摂取群とした．摂取期間は 8週間とし，
1073R-1乳酸菌ヨーグルトは 90 g，牛乳は 100 ml を 1日1回任
意の時間に摂取した．その結果，被験者を摂取前の NK活性で
低値，正常値，高値のグループに層別化した場合，1073R-1
ヨーグルト摂取群では低値のグループで NK活性が有意に上昇
した（図2）．また，風邪・インフルエンザなどの風邪症候群に
罹患したヒトの数は，牛乳摂取群に比べて 1073R-1 ヨーグルト
摂取群では少なかった．しかし，罹患リスクは，両群の間に有
意な差は認められなかった（OR 0.29, P＝0.103）（図3）．
2）　佐賀県有田町での試験
佐賀県有田町在住の 60歳以上の健常高齢者85名を対象に山

形県舟形町とほぼ同様の摂取試験を実施し，NK活性の変動，
風邪症候群への罹患状況について評価を行った．ただし摂取期
間は 12週間とした．その結果，1073R-1乳酸菌ヨーグルト摂取

群の NK活性は舟形町の試験と同様に低値のグループで有意な
上昇が認められた（図2）．風邪症候群への罹患リスクについて
は，1073R-1乳酸菌ヨーグルト摂取群で牛乳摂取群に比べて低
下する傾向が見られた（OR 0.44, P＝0.084）（図3）．
3）　2つの試験結果のメタ解析
舟形町と有田町の試験で得られた風邪症候群に対する罹患リ

スクの結果について，統合して解析を行った．その結果，
1073R-1乳酸菌ヨーグルト摂取群では牛乳摂取群に比べて風邪
症候群への罹患リスクが有意に低下することが明らかとなった

（OR 0.39, P＝0.019）（図3）．また，NK活性についても同様に
解析を実施した結果，1073R-1乳酸菌ヨーグルト摂取群では摂
取前後における NK活性の上昇の程度が牛乳摂取群に比べて有
意に高いことが明らかとなった（P＝0.028）（Makino et al., Br. 
J. Nutr. 2010）．
7.　お わ り に

20世紀初頭，免疫の研究でノーベル賞を受賞したイリヤ・
メチニコフ（1845–1916）は，ブルガリア旅行中の見聞からヨー
グルトが長寿に有用であるという説を唱え，ヨーグルトが世界
中に広がるきっかけとなった．現在広く知られているヨーグル
トの健康効果は整腸作用であり，腸内細菌叢の正常化，腸内腐
敗産物の低減など，腸内環境の改善が免疫機能に良い影響を与
えることは容易に想像できる．加えて，1073R-1乳酸菌で発酵
したヨーグルトには，EPS という直接免疫機能に働きかける
成分が含まれており，より強力に免疫力を高める可能性が考え
られる．免疫力は加齢の他，ストレスや不規則な生活，激しい
運動などによって低下することから，ヨーグルトのような食品
を毎日摂取することで免疫力を高め，風邪やインフルエンザな
どへの罹患リスクを低減できれば，高齢者のみならず幅広い
人々の健康に貢献できる可能性がある．

謝　辞　本研究に関しましてご指導ならびご協力いただきま
した多くの先生，特に抗インフルエンザ活性の試験を実施して
いただいた北里大学山田陽城名誉教授，永井隆之講師にこの場
をお借りして深謝いたします．

図 2　1073R-1乳酸菌ヨーグルトの摂取による NK活性の変化

図 3　1073R-1乳酸菌ヨーグルトの摂取による風邪症候群への
罹患リスクの低減
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食品および酸化ストレス関連因子による生体タンパク質の翻訳後修飾に関する研究

静岡県立大学食品栄養科学部食品生命科学科 助教 石 井 剛 志

は じ め に
生合成されたタンパク質は，翻訳後修飾による構造変化を通
じて，機能，局在，寿命および分子間相互作用などが厳密に制
御されている．これまでに，リン酸化に代表される様々なタン
パク質の翻訳後修飾が発見され，分析技術の構築を通じて生理
的意義の解明が進み，発生・分化，老化および疾病発症などの
生命現象との関わりが示されてきた．近年，生活習慣病をはじ
めとする種々の疾病の発症・進展における「酸化ストレス」の
関与とその予防・改善における「食品」の役割が注目され，分
子機構の解明が進められた．筆者らは，活性酸素種（ROS）や
脂質過酸化物などの酸化ストレス因子によるタンパク質の酸化
修飾が，生体の恒常性を崩壊させて疾病発症に関与するタンパ
ク質の翻訳後修飾であると予想し，「酸化ストレスプロテオミ
クス」を展開してきた．また，食品因子とタンパク質との分子
間相互作用が生理機能の発現を惹起するタンパク質の翻訳後修
飾であると予想し，「食品因子とタンパク質との分子間相互作
用解析」を展開してきた．以下に，研究成果の概要を紹介す
る．
1.　酸化ストレス因子によるタンパク質の翻訳後修飾：酸化
ストレスプロテオミクス
酸化修飾されたタンパク質は，これまで酸化ストレスと疾病
との因果関係を探るための指標として利用されていた．しか
し，酸化修飾されたタンパク質がその構造と機能を変化させる
ことでシグナル伝達ネットワークに影響を及ぼすことから，疾
病発症機構を解明するための酸化ストレス特有の翻訳後修飾と
して注目されるようになった．筆者らは，質量分析法や二次元
電気泳動法などを利用して酸化ストレスプロテオミクスを展開
し，標的分子の探索やその構造・機能解析を進めることで，酸
化ストレス因子による疾病発症機構の解明を目指した．
アクロレイン，4-ヒドロキシ-2-ノネナールおよびマロンジア
ルデヒドなどの脂質過酸化物によるタンパク質の酸化修飾を質
量分析と付加体特異的な抗体を組み合わせて解析する技術を構
築し，修飾機構や構造・機能変化を解析することで，これらの
酸化修飾が生体機能の低下や疾病発症に関与するタンパク質の
翻訳後修飾として働く可能性を示した．さらに，求電子性化合
物であるシクロペンテノン型プロスタグランジンをヒト神経細
胞に処理することで内因性の ROS が産生することを利用し，
酸化ストレスに付随して生成するチオール化タンパク質をプロ
テオミクスにより網羅的に解析する技術を構築した．本技術の
利用により同定したチオール化タンパク質の機能解析により，
解糖系酵素の活性がチオール化・脱チオール化を介して可逆的
に制御される可能性を示した．また，構築した技術を応用して
カルボニル化タンパク質を探索し，ROS や求電子性化合物に
感受性が高いプロテアソームサブユニットへの酸化修飾が，プ
ロテアソームの不活化を介して不要なタンパク質の異常蓄積を

惹起する可能性を示した．以上より，酸化修飾が単に酸化スト
レスの指標としてだけでなく，生体機能の低下に関与する酸化
ストレス特有の翻訳後修飾として疾病発症に寄与する可能性が
示された．
2.　食品因子によるタンパク質の翻訳後修飾：食品因子とタ
ンパク質との分子間相互作用解析
食品因子の有する生理機能は，生活習慣病の予防に有用であ
ると考えられている．生理機能の中でも特に注目されたのは抗
酸化活性であり，これまでに酸化ストレスが関与する様々な疾
病に対する予防効果が確認されてきた．しかし，研究の進展に
伴い抗酸化活性の強弱だけでは説明できない様々な事例が報告
され，異なる視点から生体調節機能を解析することが求められ
た．その過程で，食品因子にも ROS や薬物と同様に感受性が
高いタンパク質が存在し，何らかの結合反応（非共有結合や共
有結合など）を介した分子間相互作用によって様々な生理機能
の発現が惹起されることが予想された（図1）．筆者らは，新し
い分析技術の構築を基盤として食品因子とタンパク質との分子
間相互作用解析を展開し，標的分子の探索およびタンパク質に
対する結合構造や結合による機能変化の解析を進めることで，
食品因子による疾病予防機構の解明を目指した．
67 kDa ラミニン受容体にエピガロカテキンガレート

（EGCg）が結合し，その機能を制御することでガン細胞の増殖
抑制などに働くことが報告され，食品因子の示す生理機能の発
現機構における新たな概念として注目された．しかし，食品因
子が結合したタンパク質を分離し，簡便かつ高感度に検出する
技術が乏しかったことから，一部の例外を除き研究の進展は遅
れていた．筆者らはまず，レドックスサイクル反応を利用した
ポリフェノール結合タンパク質の検出技術と質量分析法を利用
した結合構造の解析技術を構築し，カテキン類とモデルタンパ
ク質との分子間相互作用を詳細に解析した．そして，カテキン
類が B環の自動酸化を経てキノン体となることでタンパク質
中のチオール基に共有結合することを見出した（図2）．さら
に，ホウ酸結合ビーズを利用したポリフェノール結合タンパク
質の分離・精製技術を構築し，EGCg を処理したヒト胃ガン細

図 1　分子間相互作用を介した食品因子の生理機能発現
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胞から共有結合の標的分子を探索した．構造・機能解析の結
果，DEAD-box型RNAヘリカーゼ p68 が，カテキン類と共有
結合することでガン細胞増殖抑制作用を惹起する標的分子のひ
とつであることを示した．このように，食品因子とタンパク質
との分子間相互作用を解析する技術を構築・応用することで，
食品因子による疾病予防の機構解明に向けて標的分子の探索が
可能になった．
カテキン類は，中性以上の pHを示す水溶液中では自動酸化
を起こすため不安定である．筆者らは，EGCg の自動酸化が血
清中で抑制されることを見出し，安定性を高める因子として
HSA を同定した．そこで，上述した方法に加えて，新たに
HSA結合カラムを備えたHPLC法，水晶発振子マイクロバラ
ンス法および等温滴定型カロリメトリ法を利用した解析技術を
構築し，HSAとの分子間相互作用を詳細に解析した．カテキ
ン類は，主に B環とガロイル基を介してHSAに非共有結合す
ることを見出し，ガロイル基が結合親和性を高める最重要因子
であることを示した．また，HSAに結合した状態で EGCg の
酸化が進行した場合には，アミノ基とイミン付加体を形成する
ことを示した．なお，HSAに対する結合親和性が低いエピガ
ロカテキンの安定性は高まらなかった．以上を踏まえ，EGCg
はガロイル基を介してHSAに結合することで安定な複合体を
形成し，さらに自動酸化を受けやすい B環が水素結合や可逆
的な共有結合をすることで酸化が抑制されると推察した（図
3）．血清中では，HSAに結合した EGCg が時間とともに他の
タンパク質に移行する現象が認められたことから，HSAによ

る安定化の有無は血液循環を介したカテキン類の標的部位への
輸送に重要な役割を担うことが予想された．
お わ り に
本研究では，分析技術の構築と修飾（結合）反応の解析，標
的分子の探索および構造・機能解析を基盤として研究を展開す
ることで（図4），「酸化ストレスプロテオミクス」や「食品因子
とタンパク質との分子間相互作用解析」が進展した．鍵となっ
たのは分析技術の構築であり，用途に応じて様々な分析法を用
いることで，複雑な結合反応の解析や標的分子の探索が可能に
なった．ここでは紹介できなかったが，筆者らはテアフラビン
類，α-リポ酸およびピロロキノリンキノンなどの他の食品因子
を対象に同様の研究を進めており，新たな分析技術の構築や標
的分子の同定に挑んでいる．今後は，本研究アプローチが酸化
ストレスによる疾病発症とその食品による予防の機構解明に貢
献できるよう，更なる検討を進めていく予定である．
本研究は，静岡県立大学食品栄養科学部食品分子工学研究室
と名古屋大学大学院生命農学研究科食品機能化学研究室で行わ
れたものです．本研究の機会を与えて頂き，学生時代から今日
まで終始ご指導ご鞭撻を賜りました中山 勉先生（静岡県立大
学・現日本獣医生命科学大学）ならびに内田浩二先生（名古屋
大学）に深く感謝いたします．本研究を遂行するにあたり多大
なご指導を頂きました大澤俊彦先生（名古屋大学・現愛知学院
大学），中村宜督先生（名古屋大学・現岡山大学），熊澤茂則先
生（静岡県立大学）に厚く御礼申し上げます．大阪府立大学の
赤川 貢先生には数多くの研究において発想・推進に多大なる
ご協力を賜りましたこと厚く御礼申し上げます．様々な機会で
ご協力頂きました静岡県立大学の伊藤創平先生と三好規之先生
に感謝致します．研究の世界に導いて頂きました恩師である日
本獣医生命科学大学の沖谷明紘先生（現名誉教授）と松石昌典
先生に心より御礼申し上げます．本研究の成果は，森 大気博
士を中心に研究室の卒業生・在校生ならびに技術補佐員の皆様
の多大なる努力の賜物です．また，すべての方々のお名前を挙
げることはできませんが，共同研究者の皆様や試料を提供頂い
た方々のご協力により研究が進展しました．ここに深く感謝い
たします．最後になりましたが，本賞にご推薦頂きました日本
農芸化学会中部支部長の小鹿 一先生ならびにご支援賜りまし
た学会の諸先生方に厚く御礼申し上げます．

図 3　推定されたHSAによるカテキン類の酸化抑制機構

図 4　「酸化ストレスプロテオミクス」と「食品因子とタンパ
ク質との分子間相互作用解析」の流れ

図 2　カテキン類の自動酸化を介したタンパク質チオール基
との共有結合反応
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環境細菌の PCB分解能を司る遺伝因子の解析と各種ゲノム解析ソフトウエアの開発

東北大学大学院生命科学研究科生態システム生命科学専攻 助教 大 坪 嘉 行

は じ め に
ポリ塩化ビフェニル（PCB）はビフェニル骨格に塩素原子が

1 から 10個結合した化合物であり，代表的な人為起源環境汚染
物質である．Acidovorax sp. KKS102株は PCB分解能を有する
β・プロテオバクテリアであり，筆者が研究を開始した当初，
分解に関与する酵素の遺伝子群（bphEGFA1A2A3BCDA4）が
同定され，またビフェニルの分解代謝経路についてもすでに明
らかにされていた．

筆者らは，本株の bph遺伝子群の発現調節および可動性など
について解析し以下の成果を上げた．一方，近年，ゲノム情報
といった比較的多量のデータをコンピューター上で取り扱うこ
とが研究の遂行上ますます重要になってきている．そこで，
KKS102株の解析をする一方で，筆者らはゲノム解析に有用な
各種解析ソフトウエアの開発に取り組んできた．

KKS102株の PCB分解能を司る遺伝因子の解析
（1）　bph遺伝子群の発現調節機構の解明（図1） bph遺伝子

群の発現がビフェニルの添加により誘導されることを見出し，
その機構を解明した．bph遺伝子群は bphE上流にある pE プ
ロモーターより転写されており，pE プロモーターの破壊株で
bph遺伝子群全体の転写量が減少したことから，本遺伝子群は
オペロン（bph オペロン）をなしており，pE プロモーターは
bph オペロンの発現に重要なプロモーターである．

各種代謝酵素遺伝子の破壊株の解析から，bph オペロンの転

写誘導にはビフェニルが代謝されて生じる分解中間産物が重要
であることを明らかにした．さらに pE プロモーターの活性調
節について，bph オペロンの上流に逆向きにコードされる
BphS が pE プロモーターの転写開始点付近に存在する 4 つの
BphS結合部位に結合すること，その結合がビフェニル分解中
間産物によって弱まることを見出した．これらは bph オペロ
ンがビフェニル添加によって誘導的に発現する機構についての
核心部分である．

また pE プロモーターがコハク酸を始めとする炭素源の存在
時には活性化されないというカタボライト調節現象を見いだ
し，この現象に二成分調節系のセンサーカイネースおよびレス
ポンスレギュレーターをコードする bphP および bphQ遺伝子
が関与することを見いだした．BphPQ のオーソログ遺伝子は
類縁のβ・プロテオバクテリアに広く存在しており，類縁菌で
もカタボライト調節に関与していることが推察された．
（2）　bphオペロンを担う可動性遺伝因子（図2） KKS102

株染色体上にある bph オペロンが ICE（integrative and conju-
gative element）と呼ばれる可動性遺伝因子上に存在すること
を見いだし，実際に bph オペロンを含む DNA領域が接合に
よって他の系統的に離れた複数細菌株の染色体に水平伝達する
ことを証明した．配列上類縁性が認められる ICE は約5％もの
γ-およびβ-プロテオバクテリアのゲノム配列が決定済みの株に
存在しているが，実際の転移が証明されたのは本ICE が初め
てである．細胞間を転移可能であることは，当該因子が ICE
であることを示す重要な指標であり，本成果は，非常に多くの
細菌株に存在する類縁ICE ファミリーを解析・理解するため
の重要な基盤知見である．
（3）　本株PCB分解能に関する他の研究 本株の PCB分解

能力を増強する目的で，強度の異なる様々なプロモーターを相
同組換えによって bph オペロン上流に組み込み，実際に分解
能力が向上した株を創出することに成功した．一方，本株の
PCB/ビフェニル分解能はエネルギー獲得という点でだけでな
く，基質の持つ毒性を緩和する上でも重要な役割を果たしてい

図 1　bph オペロンの転写調節に負の制御因子BphS タンパク
質が関わることを見いだした．基底レベルで発現してい
る酵素がビフェニルを分解することでビフェニル分解中
間産物が蓄積すると，BphS タンパク質が pE プロモー
ター DNA付近から解離することで転写抑制が解除される
ことが bph遺伝子群の発現がビフェニルによって誘導さ
れるメカニズムであることを明らかにした．また本プロ
モーターはカタボライト抑制されること，この現象に二
成分調節系の制御因子BphP および BphQ が関与してい
ることを見いだした．抑制炭素源の存在がどのように認
識されるかについて現在解析を行っている．

図 2　ICE は近年注目されている可動性遺伝因子の一種であ
り，染色体に潜り込んだ可動性プラスミドであると捉え
ることができる．bph オペロンを担う ICEKKS102Tn4677
は自身がコードする integrase の働きによって環状にな
る．これは接合伝達によって受容菌に移った後，再度 
integrase の働きによって染色体に組み込まれる．
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ることを見いだした．

各種ゲノム解析ソフトウエアの開発
（1）　ゲノム配列比較関連ソフトウェア 筆者らは，多数 

のコンピューターソフトウエアを作成して公開してきた．なか
でも代表的なものは GenomeMatcher である．本ソフトウエア
は 2 つのゲノム配列を BLAST などの解析プログラムでゲノム
配列等を比較した結果を二次元表面上にグラフィカルに表示 
する．操作は非常に簡便であり，配列データファイルを指定 
してボタンをワンクリックするだけでドットプロット図を描画
できる．また描画された比較イメージ上で任意の範囲を選択 
して再解析が可能であるように設計してあるため，細部にわた
るまでの詳細な比較解析を効率良く実施可能である．さらに
GenomeMatcher には研究上有用な様々な機能が含まれてい
る．なかでも RecordMatcher は，例えば，郵便番号と住所の
関係が与えられているときに，複数の郵便番号を同時に指定し
て，それぞれの対応する住所を知ることのできるツールであ
る．また DataCounter は，文字列集合を取り扱うための機能
であり，指定した 2 つの集合の両方にある要素，および 2 つ 
の集合の一方のみにある要素，を抽出することができる． 
RecordMatcher と DataCounter は，データ処理において普遍
的に生じるこれらの類のタスクをコピー & ペーストとクリッ
クだけで解決可能なツールであり，大量のデータを処理する際
の有用なツールとして，高度な情報処理技術を有さない研究者
も容易に使用が可能である．
（2）　完全ゲノム配列決定関連ソフトウェア Roche社 

の 454 シーケンサーによって KKS102株のドラフトゲノム配列
を得たが，ゲノム情報を十分に活用するには，全ゲノム配列の
決定が望ましいと考えられた．そこで，ドラフトゲノム配列を
出発点としてゲノム配列を完全決定する過程（フィニッシ 
ン グ）を 支 援 す る 3 つ の コ ン ピ ュ ー タ ー ソ フ ト ウ エ ア， 
GenoFinisher, AceFileViewer, ShortReadManager を 作 成 し，
実際にこれらを利用して KKS102株の完全ゲノム配列を決定し
た．

これらソフトウエアは，次世代シーケンサー由来の配列デー
タを最大限活用することで，フィニッシングに関わる作業の手
間とコストを削減し，フィニッシングに必要な期間の大幅な短

縮を可能にするものである．また「完成したつもり」のゲノム
配列に間違いがないことをいくつかの視点でチェックするため
のツールも利用可能である（本大会にて発表予定2A15a07）．
これらソフトウエアを活用し，既に公的データバンクに登録済
みであるものも含めて農芸化学と縁の深い細菌株を中心に，人
為起源殺虫剤の HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン：別名
BHC）分解関連の 5株，植物共生細菌，トリクロロフェノール
分解菌，グラム陽性の PCB分解菌，など自身が直接関与した
ものだけでも 10株以上の細菌ゲノムの完全決定に至っている．
このうち 3株については，完全にパソコンを利用したデータ処
理だけで，数日以内に完全決定に至っている．また別の数株に
ついても，パソコンを利用したデータ処理でほぼ大半の解析を
終え，10程度の PCR反応と数個の PCR産物の塩基配列決定実
験のみで，完全決定に至っている．これらソフトウエアはフィ
ニッシングを大幅に効率化するものであり，KKS102株の配列
決定以後も継続的に改良を加えている．今後，各種有用な形質
を示す様々な微生物株ゲノムのフィニッシングに大きく寄与す
ることが期待される．
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脂質メディエーターに関する化学生物学的研究

名古屋大学大学院生命農学研究科応用分子生命科学専攻 助教 柴 田 貴 広

は じ め に
生体膜の主要な構成成分である脂質は，酵素的あるいは非酵

素的な反応を受けて様々な構造を有する生理活性物質へと変換
される．こうした脂質代謝物は，脂質メディエーターとも呼ば
れ，生体内において様々な生理作用を発揮している．酵素的に
産生される脂質メディエーターの中で最も有名なもののひとつ
が，プロスタグランジン（PG）である．血管拡張やアレルギー
反応，睡眠などに関与するメディエーターとして知られる
PGD2 は，さらなる代謝を受けてシクロペンテノン構造を有す
る J2型PG へと変換される．また，アラキドン酸などの多価不
飽和脂肪酸は，非酵素的な酸化反応を経て反応性の高いアルデ
ヒド類を生成することも明らかになっている．こうした脂質由
来の活性種により誘導される生理作用や，生体内における生成
については不明な点が多いのが現状であった．そこで筆者ら
は，J2型PG や脂質由来アルヒデヒド化合物に焦点を当て，そ
の生成機構や生理作用の解明を目的として研究を行ってきた．
また，PG産生の律速酵素であるシクロオキシゲナーゼ 2

（COX-2）の 発 現 誘 導 や，Toll様 受 容 体（Toll-like receptor; 
TLR）の活性化を指標とした炎症誘導機構とその制御に関する
研究を行ってきた．以下にその概要を紹介する．
1.　炎症条件下における J2型PGの生成機構

筆 者 ら は J2 型PG の 最 終 産 物 で あ る 15-deoxy-Δ12,14- 
PGJ2（15d-PGJ2）を特異的に認識するモノクローナル抗体の作
製に成功した．この抗体を利用して，慢性炎症性疾患である粥
状動脈硬化病巣における免疫染色を行った結果，泡沫状マクロ
ファージに 15d-PGJ2 が蓄積していることを初めて見出した．
同様に，神経変性疾患のひとつである筋萎縮性側索硬化症

（ALS）患者の脊髄においても 15d-PGJ2 が産生されていること

を免疫化学的に明らかにした．また，マウスマクロファージ様
細胞である RAW264.7 を用いた培養細胞系においても，リポ
多糖（LPS）刺激により 15d-PGJ2 が産生されることを明らかに
した．さらにこの研究過程から，これまで考えられてきた
PGD2代謝経路の矛盾点を見出し，キラルカラムを用いた
HPLC による詳細な解析を行った結果，真の変換経路を見出し
た．すなわち，PGJ2 から血清アルブミン存在下では異性化し
てΔ12-PGJ2 が産生され，血清アルブミン非存在下では 15d-PGJ2

が産生されるという変換経路を提唱した（図1）．
2.　J2型PGによる細胞死誘導機構の解析

ヒト神経芽細胞腫SH-SY5Y細胞を用いた検討から，15d-
PGJ2 による細胞内酸化ストレスの亢進には，15d-PGJ2 の有す
る親電子性が重要であることを見出した．15d-PGJ2 はレドッ
クス制御に関与するタンパク質であるチオレドキシンの活性中
心のシステイン残基に共有結合することを質量分析により明ら
かにし，さらに 15d-PGJ2 による共有結合修飾により，チオレ
ドキシン活性が顕著に低下することを確認した．また，15d-
PGJ2 によるアポトーシス誘導機構についても解析し，p53依存
的な Fas遺伝子の発現誘導を見出した．さらに，p53 の活性化
には 15d-PGJ2 によるプロテアソームの阻害および ataxia tel-
angiectasia-mutated（ATM）の活性化が関与していることを明
らかにした（図2）．加えて，脂質過酸化産物のひとつである
4-oxo-2-nonenal（ONE）にも p53依存的な細胞死誘導活性を有
することを見出し，ATM の活性化により p53 がリン酸化を受
けることを明らかにした．
3.　J2型PGと生体分子との相互作用

上記のように，15d-PGJ2 はチオレドキシンだけでなく，そ
のほかのタンパク質に対して共有結合修飾することにより，そ

図 1　J2型PG類の産生機構
PGD2 より非酵素的に産生される PGJ2 は，アルブミン存
在下では，Δ12-PGJ2 へと変換される．これまで考えられ
てきた変換経路では，Δ12-PGJ2 から 15d-PGJ2 へと変換さ
れるものと考えられてきたが，筆者らの研究により，
15d-PGJ2 はΔ12-PGJ2 からは産生されず，アルブミン非存
在下において PGJ2 から直接的に 15d-PGJ2 へ変換される
ことが明らかとなった．

図 2　15d-PGJ2 による細胞死誘導機構
15d-PGJ2 は，チオレドキシンに共有結合修飾することに
よりその酵素活性を低下させ，細胞内活性酸素レベルが
上昇し，細胞死を誘導する．また，15d-PGJ2 は ATM や
プロテアソームに対しても共有結合することにより，p53
タンパク質の活性化を介して細胞死を誘導する．
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の生理作用を発揮しているものと考えられている．これまで
に，NF-kB や IkB キナーゼなどに共有結合することによりそ
の転写活性を阻害し，炎症性遺伝子の発現を抑制していること
が知られている．また，H-Ras が 15d-PGJ2 による修飾を受け
て活性化することや，15d-PGJ2 の核内受容体として知られる
peroxisome proliferator-activated receptor γ（PPARγ）との間
に共有結合が形成されることなどが明らかになっている．筆者
らは 15d-PGJ2 のビオチン標識体を調製し，15d-PGJ2 の標的タ
ンパク質の探索を行った結果，細胞骨格タンパク質であるアク
チンに作用することを見出した．実際に，15d-PGJ2 を処理し
た培養細胞において，アクチンフィラメントの脱重合を阻害す
ることを確認している．またこのほかにも，第二相解毒酵素の
発現に関わる転写因子Nrf 2 の制御タンパク質である Keap1 に
対する 15d-PGJ2 の共有結合修飾を明らかにしてきた．
4.　脂質由来アルデヒドによるタンパク質修飾と炎症誘導リ
ガンド活性
脂質アルデヒドのひとつである 4-oxo-2-nonenal（ONE）は，

タンパク質中のリジン残基と反応することによりケトアミド型
リジン付加体を形成することが知られている．筆者らは，この
ケトアミド型リジン付加体に対する特異的モノクローナル抗体
の作成に成功し，ヒト粥状動脈硬化病巣における付加体の蓄積
を示した．さらに，LC-MS/MS を用いたケトアミド型リジン
付加体の高感度定量法を確立し，動脈硬化モデルマウスにおい
てこの付加体が蓄積していることを明らかにした．またこのケ
トアミド型付加体を認識する受容体として，スカベンジャーレ
セプターのひとつであるレクチン様酸化低密度リポタンパク質
受容体（LOX-1）を同定した．実際に，LOX-1 を発現させた細
胞においてケトアミド型付加体が取り込まれることや，マクロ
ファージ細胞において LOX-1依存的に炎症性サイトカインの
産生が亢進されることなどを確認した．さらに，ケトアミド型
付加体だけでなく，そのほかの脂質アルデヒド修飾付加体も
LOX-1 のリガンドとなりうることが判明し，スカベンジャー
受容体に対する炎症誘導リガンドとして，脂質アルデヒド修飾
付加体の重要性が明らかになった（図3）．
5.　炎症誘導機構とその制御に関する研究

炎症応答は，PG や脂質アルデヒドの生成を伴う主要な生体
応答として知られている．筆者らは，自然免疫に関与する
TLR や，PG産生の律速酵素であるシクロオキシゲナーゼ 2

（COX-2）を指標とした炎症誘導機構とその制御に関する研究
を行ってきた．特に，TLR シグナルを制御する食品成分の探
索を行い，イソチオシアネートなどの含硫化合物やポリフェ
ノールなどに強い TLR阻害活性を見出してきた．また，
COX-2 の発現を誘導する脂質アルデヒドや血清タンパク質の
同定を行っており，その作用機構が明らかにされつつある．
お わ り に

筆者らは脂質メディエーターの中でも，J2型PG類や脂質ア
ルデヒド類などの親電子性活性種を中心に研究を行ってきた．
特に J2型の PG に関しては，生体内における局在や変換経路を
明らかにするだけでなく，標的タンパク質の同定とその分子機

構の解明を行ってきた．また，脂質アルデヒドにより形成され
る修飾付加体の生体内からの検出・定量にも成功し，炎症誘導
性のリガンドとしての作用を見出すことができた．これらの成
果により，脂質メディエーターの新たな一面を見出すことがで
きたと考えている．今後は，親電子性活性種によりタンパク質
分子上に形成される修飾構造複合体（アダクトーム）を網羅的
に解析することにより，生体内における修飾構造の生理的意義
や疾患との関わりについて明らかにしていきたいと考えてい
る．
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会中部支部長・小鹿 一先生ならびにご支援賜りました学会の
諸先生方に厚く御礼申し上げます．

図 3　スカベンジャー受容体により認識される脂質アルデヒ
ド修飾付加体
4-oxo-2-nonenal（ONE）は，タンパク質中のリジン残基と
反応し，ケトアミド型付加体を形成する．この付加体は，
スカベンジャー受容体のひとつである LOX-1 のリガンド
として作用する．
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消化管のタイトジャンクション機能を制御する食品成分・生体内因子に関する基礎的研究

広島大学大学院生物圏科学研究科生物機能開発学専攻 准教授 鈴 木 卓 弥

は じ め に
消化管の上皮細胞は，外界と生体内を隔てるために極めて重

要であり，多様な生理機能を有している．その 1 つとして，上
皮細胞が形成する間隙（細胞間経路）は，カルシウム（Ca）な
どの栄養素の吸収に必須であるとともに，外来異物の侵入（透
過）を制限するバリア機能の観点からも重要である．この上皮
細胞間の選択透過性を制御する構造が細胞間接着構造タイト
ジャンクション（TJ）である．TJ は，occludin や claudin など
の複数の分子から構成される巨大なタンパク質複合体であり，
その構成分子の局在や機能が細胞間の物質の通過（吸収・透
過）を制御する．この TJ の機能制御には，生体内の液性因子
が中心的な役割を持つ一方で，消化管の上皮細胞は高頻度に管
腔内の食品成分に曝されることから，食品成分による調節も受
けることが十分に考えられる．本研究は，動物個体および消化
管上皮細胞を用いて，消化管の TJ機能を制御する食品成分お
よび生体内因子に関する研究を進めた．その成果として，消化
管の Ca吸収を高める難消化性糖類，消化管のバリア機能を増
強・保護するポリフェノール，消化管のバリア機能調節におけ
る上皮増殖因子（EGF）とインターロイキン-6（IL-6）の役割を
明らかにし，それらの作用機構を解明した．以下に概要を紹介
する．
1.　消化管カルシウム吸収を促進する難消化性糖類に関する
研究
ダイフラクトースアンハイドライド（DFA）III は，フラク

トース 2分子が環状に結合したユニークな構造を持つ難消化性
二糖であり，チコリなどに含まれるイヌリンをフラクシルトラ
ンスフェラーゼ処理することにより調製される（図1）．この
DFAIII をラットに摂食させると，小腸と大腸の両方で Ca吸
収を強く促進することが観察された．大腸での Ca吸収促進作
用は，腸内細菌による発酵産物の有機酸を介するものであり，

発酵性の難消化性糖類に従来から知られている作用であった．
一方，小腸では，DFAIII は消化も吸収もされず，ラット小腸
やヒト消化管上皮Caco-2細胞を用いた試験により，DFAIII は
上皮細胞に直接的に作用して，細胞間TJ経路の Ca吸収を促進
することが証明された．また DFAIII を作用させた上皮細胞で
は，TJ タンパク質claudin-1 の局在変化，さらに claudin-1 の
局在制御に関わるアクチン繊維の収縮変化が確認された．一連
の研究により，DFAIII による消化管TJ経路の Ca吸収促進作
用の分子機構が明らかとなり，難消化性糖類の新たな生理機能
を提案することができた．
2.　消化管バリア機能を増強・保護するポリフェノールに関
する研究
植物界に広く分布するポリフェノール類は，生体内シグナル

分子に相互作用し，多彩な生体調節機能を示すことが知られて
いる．消化管上皮の TJ バリア機能も種々の細胞内シグナルに
よる制御を受けることから，ポリフェノール類などの食品成分
が TJ バリア機能を調節しうると推測した．ヒト消化管上皮
Caco-2細胞やマウスを用いた実験により，ポリフェノールな
どの食品成分の一部に消化管TJ バリア調節作用が確認され，
なかでもタマネギ等に多く含まれるポリフェノールのケルセチ
ンに強いバリア機能増強・保護作用が見出された（図2）．ケル
セチンを摂取したラットにおいても，小腸と大腸での細胞間透
過マーカーの透過速度が低下し，TJ バリア機能が高まった．
このケルセチンによるバリア機能増強作用は，TJ タンパク質
ZO-2, occludin, claudin-1 の TJ への局在促進と claudin-4 の発
現増加によることが明らかになった．また，この作用には 
occludin自体のリン酸化上昇が重要であること（詳細について

図 1　DFAIII によるカルシウム（Ca）吸収促進作用
A. DFAIII の化学構造．B. 消化管上皮Caco-2細胞の Ca
吸収速度．DFAIII は，細胞内経路ではなく細胞間経路の
Ca吸収を促進する．C. Caco-2細胞の claudin-1 の免疫染
色像．DFAIII は，claudin-1 の局在変化を引き起こす．

図 2　ケルセチンによる消化管バリア機能増強作用
A. ケルセチンの化学構造．B. Caco-2細胞の Occludin の
免疫染色像．ケルセチンは，Occludin の TJ への局在を
強める．C. ケルセチンは，PKCδの活性を直接的に抑制
し，ZO-2, claudin-1, occludin の局在促進，claudin-4 の発
現を誘導する．このとき occludin のリン酸化も重要な役
割を持つ．
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は次項に記載），ケルセチンが上皮細胞内で protein kinase  
Cδ（PKCδ）活性を直接的に抑制して発揮されることも示され
た．さらに，実験的大腸炎マウスにケルセチンを摂取させる
と，大腸TJ バリアの保護，および大腸炎症状の緩和が認めら
れた．一連の研究により，消化管TJ バリアを調節する新たな
食品成分が見出され，なかでもケルセチンによる消化管バリア
の増強・保護作用の分子機構が解明された．
3.　TJタンパク質occludinのリン酸化制御機構に関する研究

TJ タンパク質occludin は，上皮細胞内でリン酸化を受ける
ことが知られていたが，そのリン酸化の部位や機能については
不明であった．また上記2 の研究において，ケルセチンによる
TJ バリア機能増強作用が occludin のリン酸化上昇を伴うこと
が示されたため，私たちは occludin のリン酸化制御に関する
研究を進めた．まず，occludin のリン酸化部位を同定するた
め，MALDI-TOF-LC/MS/MS を用いたリン酸化解析を行った
ところ，種間で保存性の高い 403, 404, 424, 438番目のスレオニ
ンがリン酸化部位として同定された（図3）．RNAi，シグナル
阻害剤，キナーゼアッセイなどを組み合わせた試験により，
occludin のリン酸化責任キナーゼとして PKCηと PKCζが同定
された．さらに，PKCηは occludin の 403, 404番目のスレオニ
ン，PKCζはそれらに加えて 424, 438番目のスレオニンをリン
酸化することが示された．これらスレオニンをアラニンに変異
した occludin変異体を Caco-2細胞に発現させたところ，変異
体は TJ への移行が遅延し，TJ バリアの維持・形成における
occludin リン酸化の重要性が明らかになった．一連の研究によ
り，occludin のリン酸化制御を介した TJ調節の分子機構，お
よびその制御が関与するポリフェノールのバリア機能増強効果
の作用機構が明らかとなった．
4.　消化管バリア機能を調節する生体内因子（EGFおよび
IL-6）に関する研究
消化管のバリア機能は，様々な生体内因子によって正・負に

制御され，消化管の恒常性の維持や疾患の発症に関わる．一例
として，アルコール代謝物のアセトアルデヒドは消化管バリア
を損傷し，アルコール性肝障害の要因の 1 つと考えられてい
る．消化管上皮Caco-2細胞において，EGF はアセトアルデヒ
ドによるバリア損傷，および occludin と ZO-1 の局在異常を軽
減した．また EGF による作用は，EGF受容体-phospholipase-
Cγを介した PKC㌼I と PKCεの活性化により発現することが明
らかとなった．一方で，サイトカイン IL-6 は炎症性腸疾患の
病変部位で高発現することが知られているが，消化管バリア機
能への作用は知られていなかった．Caco-2細胞において，IL-6
はポア形成アイソフォームの claudin-2 の発現を高め，消化管
TJ バリアを損傷した．IL-6 は，gp130分子と会合した受容体
に認識された後，extracellular-signal-regulated kinase （ERK），
phosphatidyl inositol 3-kinase（PI3K）を介して，claudin-2 の発
現制御に関わる転写因子cdx-2 を増加した．さらに，マウスに
IL-6 を投与したところ，消化管の claudin-2発現が増加し，個
体レベルでも IL-6 によるバリア損傷作用が確認された．一連
の研究により，消化管TJ バリアを調節する新たな生体内因子
が見出され，EGF による消化管TJ バリアの保護作用，IL-6 に
よる消化管TJ バリアの損傷作用の分子機構が解明された．
お わ り に

本研究は，動物個体や培養細胞を用いた試験を連携すること
により，消化管上皮における栄養素の吸収，異物の侵入防御の
役割を担う TJ機能を調節する新たな食品成分と生体内因子を
見出し，その分子作用機序の一部を明らかにすることができ
た．DFAIII における成果は，既に産学連携事業による商品化
に結実し，人々の健康維持に貢献している．ポリフェノールに
よるバリア保護・増強作用については，ヒト試験での評価も含
めて具体的な応用を目指した研究も進行中である．EGF と
IL-6 の知見は，消化管バリアの普遍的な制御の理解，およびバ
リア機能の低下が関連する疾病の病因解明に寄与しうるもので
ある．今後も，食品成分の新たな生理機能，および消化管機能
の制御機構を探索し，人の健康維持に貢献できる基礎的研究に
取り組んでいきたいと考えている．

謝　辞　本研究は，広島大学大学院生物圏科学研究科生物 
機能開発学専攻動物資源化学研究室，北海道大学大学院農学 
研究科応用生命科学専攻食品栄養学研究室，米国University  
of Tennessee Health Science Center （UTHSC）, College of 
Medicine, Department of Physiology において行われたもので
す．研究を遂行するにあたりご指導ご鞭撻を賜りました原博先
生，松井博和先生（北海道大学），Radhakrishna K Rao先生

（UTHSC）に厚く御礼申し上げます．また本研究の継続にあた
り，田辺創一先生（広島大学）には多くのご助言と励ましを賜
りました．深く感謝いたします．本研究の成果は，多くの共同
研究者ならびに研究室メンバーのご協力によって達成されまし
た．すべての方々のお名前を挙げることができませんが，本研
究に携わった皆様方に深く感謝いたします．最後に，本奨励賞
にご推薦いただきました，広島大学大学院生物圏科学研究科，
江坂宗春先生に厚く御礼申し上げます．

図 3　TJ タンパク質occludin のリン酸化機能解析
A. 新たに同定された occludin のリン酸化部位．種間で保
存性の高い 403, 404, 424, 438番目のスレオニンがリン酸
化される．B. 403, 404番目のスレオニンをアラニンに置
換した変異体は，野生型に比べて TJ への移行が遅延す
る．さらにリン酸化をミミックしたアスパラギン酸への
変異体は野生型と同様の局在を示す（424, 438 のスレオニ
ンも同様の結果）．
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天然由来機能性脂質の食品栄養学的特性に関する研究

東北大学大学院農学研究科 准教授 都 築   毅

は じ め に
天然には，通常の二重結合ではなく共役化した二重結合をも

つ共役脂肪酸が存在する．牛肉や乳製品には，リノール酸
（LA, 9Z12Z-18:2）の幾何・位置異性体である共役リノール酸
（CLA, 18:2）が，含まれている（図1）．CLA は抗発癌作用，脂
質代謝改善作用，動脈硬化抑制作用，免疫増強作用，骨代謝改
善作用などが認められ，健康補助食品として販売されている．
一方，天然には CLA以外にも共役二重結合をもつ脂肪酸が存
在する．キリやニガウリなどのある種の植物種子には，共役ト
リエン構造をもつ α-エレオステアリン酸（ESA, 9Z11E13E- 
18:3）が存在している（図1）．また，紅藻あるいは緑藻には，
さらに長鎖の共役EPA や共役DHA が見いだされている．
CLA についてはさかんに研究されているが，他の共役脂肪酸
は食品成分として摂取している可能性はあるものの，生理活性
や栄養的な調査はほとんどされていなかった．そこで本研究で
は，天然から得ることが出来る共役リノレン酸や共役EPA，
共役DHA に焦点を当てて CLA にかわる生理活性脂質になり
うることを期待して，現在日本において最大の死因である癌に
対する効果を検討し，癌予防食品へ応用するための基礎的検討
行った．さらに，食品への応用を見据えて，分析法，酸化安定
性，体内動態や代謝，新規生理作用に関する検討を行った．
1.　共役脂肪酸の分析法の確立

共役脂肪酸の研究を進めるにあたり，正確に定量することは
必須である．共役トリエン構造は反応性が高いことが考えら
れ，従来の分析法を見直す必要があると考えられた．そこで，
異性化を極力防いでガスクロマトグラフィー分析を行うための
最適なメチル化条件を確立した．メチル化の方法は，酸触媒法
と塩基触媒法に分けることができる．ESA は，いずれの塩基
触媒法でも条件を最適化することにより，メチル化を安定に行
うことができた．しかしながら，塩基触媒法には脂質選択性が
あるため，試料が限定される．そのため，トリメチルシリルジ
アゾメタン法とナトリウムメトキシド法を組み合わせることと
した．一方，ESA を極力異性化することなくメチル化できた
酸触媒法は，条件を最適化した 14％BF3 /MeOH法であった．

2.　共役脂肪酸の酸化安定性
共役脂肪酸の生理活性試験を検討し，食品に応用する場合，

酸化安定性に関する情報は必要不可欠である．そこで，ESA
と酸素の反応性を評価した．脂肪酸を試験管内部で薄膜にし，
37℃で自動酸化させたところ，残存脂肪酸量や酸素吸収量の結
果から，共役脂肪酸は非共役脂肪酸より酸化されやすかった．
しかし，過酸化物は，共役脂肪酸でほとんど生成しなかった．
これより，共役脂肪酸と非共役脂肪酸では酸化機構に違いがあ
ると考えられた．また，ESA の酸化速度は，CLA より速かっ
た．酸化安定性の向上を目的として，トリアシルグリセロール

（TG）型での試験や抗酸化剤を加えた試験を行った．共役脂肪
酸はエステル型になっても，非共役脂肪酸と比べると酸化され
やすかった．しかし，遊離型の時と比べると酸化安定性が大き
く増すことがわかった．また，共役型TG は非共役型TG と比
べて先に酸化し始めるが，酸化が始まってからの速度は緩やか
であった．このことは，共役脂肪酸の酸化ラジカル反応は非共
役脂肪酸と違いがあると考えられた．共役脂肪酸は抗酸化剤で
あるトコフェロール添加により，酸化安定性が大きく増加し，
非共役脂肪酸と比較して抗酸化剤の影響を強く受けることが明
らかとなった．これにより，共役脂肪酸の酸化安定性はエステ
ル体にし，抗酸化剤を添加することによって飛躍的に増大し，
食品などに応用できる範囲であることが明らかになった．
3.　共役脂肪酸の脂質代謝および生体内脂質過酸化の影響と
吸収代謝
共役脂肪酸は非共役脂肪酸と比較して酸化されやすいことが

明らかとなった．従って，共役脂肪酸の摂取は体内で酸化スト
レスを促進する可能性が考えられた．また，摂取した ESA が
吸収されるかなど体内動態を検討した報告はなかった．ESA
を食品に応用するためにも生体への安全性と体内動態を明らか
にする必要がある．そこで ESA の吸収と代謝，体内脂質過酸
化に与える影響を検討した．ラットに ESA を添加した試験食
を摂取させたところ，血漿と肝臓の脂質組成と酸化ストレス指
標に大きな変化はなかった．このことは，共役脂肪酸が，生体
に対し悪影響を及ぼさないことを示している．また，非常に興
味深いことに ESA を摂取したラットの血漿と肝臓から CLA
と保持時間が同一の未同定の脂肪酸が検出されたため，この脂
肪酸の構造決定を試みた．ESA を摂取したラット肝臓の脂肪
酸メチルエステルからAg＋-HPLCを用いて，CLAを単離した．
単離した CLA は，GC-EI/MS にて位置異性を，13C-NMR にて
幾何異性を検討したところ，この構造は 9Z11E-CLA と決定さ
れた．以上より，経口摂取した共役トリエン構造の ESA の一
部はラット体内において Δ13飽和化反応を受け，共役ジエンで
ある CLA に転換されることが新たに見出された（図2）．この
現象をさらに検討したところ，この反応は小腸や肝臓での酵素
反応で，補酵素である NADPH依存性であり，肝臓で活性が図 1　共役脂肪酸の化学構造式
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高いことが明らかとなった．また，ESA以外の共役トリエン
型脂肪酸（プニカ酸やジャカル酸など）においても検討し，カ
ルボキシル基から最も遠い二重結合が飽和化されることを見出
した．これら共役トリエン型脂肪酸は特定の植物種子に大量に
含まれており，CLA供給源としての活用が期待できた．
4.　共役脂肪酸の抗癌作用

ESA が体内で CLA に転換されることより，ESA は CLA同
様に抗癌作用を持つ可能性が考えられた．そこで ESA の抗癌
作用を検討し，CLA と比較した．ヌードマウスの背部皮下に
ヒト大腸癌細胞を移植し，ESA もしくは CLA を経口投与した
ところ，ESA に CLA より強い癌増殖抑制効果が見出された

（図3）．また，ESA は正常組織である肝臓に対しては何ら影響
を与えていなかった．これより，ESA は癌細胞選択的に細胞
死を誘導することが考えられた．ESA を摂取したマウスの癌
組織では過酸化脂質量が増加していた．よって，ESA の癌抑
制効果に脂質過酸化が関わっている可能性が考えられた．そこ
で，培養細胞試験にて癌抑制メカニズムの詳細な検討を行なっ
た．細胞増殖試験を行い，ESA が癌細胞に強い殺癌細胞効果
を持つことを明らかとし，アポトーシス実行因子である 
Caspase の活性化および mRNA発現量の増加を見出し，ESA
によりアポトーシスが誘導されていることを明らかにした．加
えて，ESA を添加した癌細胞において，過酸化脂質量は増加
し，抗酸化剤であるトコフェロールを添加することで脂質過酸
化や細胞死誘導は抑制された．これにより，ESA は脂質過酸
化を介して，CLA より強力に癌を抑制することが明らかと
なった．さらに，ESA以外の共役トリエン型脂肪酸や共役
EPA，共役DHA なども検討を行い，強い効果を見出した．
5.　共役脂肪酸の腫瘍血管新生抑制作用

共役脂肪酸の癌抑制試験を行っている中で，共役脂肪酸を投
与したマウスの癌組織では，内部が変色し，壊死を起こしてい
た．これは癌組織内部にまで栄養が行き届いていない状態であ
り，栄養を運ぶ血管が新生されていないと考えられた．よっ
て，共役脂肪酸に血管新生を抑制する可能性が考えられた．癌
の発生と進展には，血管系がさまざまな形で密接に関係してい
る．現在，癌治療の目的で血管新生を抑制する成分が注目され
ている．そこで，共役脂肪酸の血管新生抑制効果を検討し，そ
の作用機構を検討した．マウス背部皮下法にて，共役脂肪酸が
血管新生を強力に阻害することを見出した．ヒト内皮細胞

（HUVEC）を用いて，血管新生の重要なステップである細胞の
増殖，遊走，管腔形成を共役脂肪酸が抑制することを明らかに
した（図4）．そして，血管新生阻害メカニズムは，核内受容体
である PPARγ を活性化することで血管内皮細胞増殖因子であ
る VEGF の受容体発現を阻害することを明らかにした．以上
により，共役脂肪酸の新しい生理機能として，強い血管新生抑
制作用を見出した．これにより，日本人の死因の 60％に関係
する血管新生病（がん，動脈硬化，糖尿病など）を防ぐ天然成
分として，共役脂肪酸を有効に利用できると考えられた．
6.　共役脂肪酸の新規生理作用

共役脂肪酸の新規生理作用の検討を行い，共役リノレン酸や
共役EPA，共役DHA は抗肥満作用や脂質代謝改善作用を有す
ることを明らかにした．また，トランス脂肪酸や非共役型脂肪
酸（EPA や DHA）を検討することにより，共役脂肪酸との生
理作用の違いを明確にした．
お わ り に

本研究では，比較的手に入れることが簡単なキリやニガウリ
の種子に含まれる共役リノレン酸である ESA やその他の共役
リノレン酸，海藻に含まれる共役EPA や共役DHA に興味を
持ち，CLA にかわる生理活性脂質になりうることを期待して，
安全性や有用性を検討した．そして，これら共役脂肪酸は，
CLA より容易に調製でき，生理活性も強い，よって優れた健
康補助食品として有効利用が十分に期待できた．今後，未だ明
らかになっていない代謝系の解明や，より利用しやすい方法の
確立に向けて研究を推進したい．

謝　辞　栄誉ある 2014年度農芸化学奨励賞を授与されたこ
とに対し，選考委員・関係各位の先生方に厚く御礼申し上げま
す．本研究は，主に東北大学大学院農学研究科で行われたもの
で，在学中より現在に至りまして常にご指導を賜り，本奨励賞
にご推薦いただきました東北大学大学院農学研究科教授の宮澤
陽夫先生に心より感謝申し上げします．また，これまでご指
導・ご助力を賜りました諸先生方と共同研究者の皆様に御礼申
し上げます．最後になりましたが，東北大学大学院農学研究科
の卒業生・在校生の皆様のご協力，いつも近くで支えてくれる
家族に深く感謝いたします．

図 3　ESA の癌抑制効果
ヌードマウスの背部にヒト
癌細胞を移殖し，ESA を経
口投与すると，強い癌増殖
抑制効果を示す．

図 4　ESA の血管新生
抑制効果
ヒト血管内皮細胞に
血管様管腔を形成さ
せ，ESA を 添 加 す
ると，強い血管新生
抑制効果を示す．

図 2　Δ13位飽和化反応
ESA は生体内で NADPH依存性の Δ13位飽和化反応を受
け，9Z11E-CLA に代謝転換される．
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tRNA転写後修飾メカニズムの分子的基盤解明

産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門 主任研究員 沼 田 倫 征

は じ め に
遺伝情報の発現過程において，mRNA上のコドンは tRNA

を介して対応するアミノ酸へと解読される．つまり，tRNA は
コドンというヌクレオチド配列の情報をアミノ酸へと変換する
ためのアダプター分子として機能している．遺伝暗号を正確に
解読するには，tRNA のアンチコドンが，対応するコドンのみ
を特異的に認識しなければならない．その際，tRNA のアンチ
コドン 1文字目に存在する修飾ヌクレオシドが，正しいコド 
ン–アンチコドン塩基対合の形成において不可欠であることが
知られている．すなわち，アンチコドン 1文字目の修飾ヌクレ
オシドは，正しいコドンの認識，ひいては正確なタンパク質合
成を保証するという重要な役割を担っている．筆者らは，遺伝
暗号を正確に解読する際に重要な役割を担う tRNA アンチコ
ドン 1文字目の転写後修飾に着目し，その反応機構の解明を目
的に研究を行ってきた．
1.　2-チオウリジンの形成機構

グルタミン酸，リジン，グルタミン tRNA のアンチコドン 1
文字目のウリジン（U34）は，全ての生物において修飾を受け
2-チオウリジン（s2U）となる（図1A）．s2U は，これら 3 つの
tRNA が，特異的なアミノアシル tRNA合成酵素によってアミ
ノアシル化される際の認識部位として機能するとともに，
tRNA のアンチコドンが mRNA上のコドンと正確に対合する
ために不可欠である．また，この修飾が欠損するとヒトでは重
篤な疾患を引き起こすことが知られている．ウリジンに導入さ
れる硫黄は遊離システインに由来しており，過硫化硫黄（触媒
システイン残基に硫黄原子が付加した状態）となって硫黄伝達
タンパク質間を移動し，tRNA チオ化修飾酵素に転移する．大
腸菌では酵素MnmA が tRNA のチオ化反応を触媒するが，硫
黄原子を tRNA の目的部位に導入するしくみはこれまで解明
されていない．筆者らは，MnmA と tRNA との複合体の結晶
構造解析とそれに基づいた変異体解析により，U34 への硫黄転
移反応メカニズムを解明した．

MnmA と tRNAGlu との複合体を結晶化したところ，晶系の
異なる二つの複合体結晶（晶系I と II）が得られ，それらの構
造をそれぞれ決定した（図2）．MnmA は 3 つのドメインから
なり，tRNA のアンチコドンアームおよび D ステムと相補的
な構造をとることで，tRNA と相互作用していた．さらに，

MnmA は基質となる tRNA のアンチコドン 1文字目と 2文字
目のウラシルを水素結合によって認識することにより，他の
tRNA から 3 つの tRNA のみを特異的に識別することを明らか
にした．

MnmA の N-末端ドメインには ATP結合モチーフが存在し
ていたことから，tRNA のチオ化修飾反応が ATP依存的であ
ることが推定された．そこで，MnmA を tRNA および ATP
との 3者複合体で結晶化したところ，晶系が全く異なる結晶

（晶系III）を得た．その結晶構造を決定した結果，その構造は
U34 の 2位カルボニル酸素にアデニル基が付加した反応中間体
であることが明らかとなった．また，活性部位には保存された
2 つのシステイン残基（Cys102 と Cys199）が存在しており，
これらを各々セリンに置換した変異体は tRNA に対するチオ
化修飾活性を消失していた．2 つのシステインの空間的配置と
変異体を用いた生化学的な解析から，Cys199 が硫黄伝達シス
テムから硫黄を受け取り，過硫化硫黄となること，さらに，こ
の硫黄がアデニル化中間体を求核攻撃することで，s2U が形成
するという反応機構モデルを提唱した．

一連の構造解析において，筆者らは，結晶系が異なる 3 つの
構造を決定した．これらの構造を比較した結果，活性部位近く
に存在する酵素の“可変部位”と名づけた領域が，晶系I ではα
へリックスを，一方，晶系II と III ではβヘアピン構造を形成
しており，反応の進行と構造変化が密接に関連していることを
見出した．これらの構造を吟味し，晶系I は tRNA と酵素が結
合した初期の状態，晶系II はアデニル化反応直前の状態を反
映しており，その後，アデニル化反応中間体（晶系III）を経
て，チオ化修飾反応が進行することを示唆した．酵素側の構造
変化に加えて U34 の構造も変化しており，初期結合状態では，
U34 は Gln151 と水素結合することによって，2位のカルボニ
ル酸素が反応からブロックされているが，アデニル化反応前に

図 1　2-チオウリジン（A）と 2-アグマチニルシチジン（B）の
化学構造

図 2　MnmA-tRNAGlu複合体
（晶系I）の結晶構造

図 3　TiaS-tRNAIle2-ATP
複合体の結晶構造
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なると，酵素の構造変化に伴って塩基が約120°回転し，反応
を受けやすい構造をとることが明らかとなった．MnmA の
“可変部位”は反応の進行に伴いαへリックスからβヘアピン構
造へと転移し，酵素の活性部位は tRNA がアクセスしやすい
“開いた構造”から化学反応に適した“閉じた構造”へと変化す
ると考えられ，硫黄転移反応時には，“閉じた構造”を形成す
ることによって，過硫化硫黄を溶媒から隔離し，正確なチオ化
反応を遂行できる環境を作っていることが示唆された．
2.　2-アグマチニルシチジンの形成機構

原核生物において，イソロイシンの AUA コドンは tRNAIle2

により解読される．tRNAIle2 のアンチコドンの配列は CAU で
あり，メチオニンコドンと配列相補的である．このため，修飾
を受けていない tRNAIle2 は，メチオニンコドンを誤って解読
してしまう．この誤った翻訳を防止すべく，アンチコドン 1文
字目のシチジン（C34）は転写後修飾され，その結果，tRNAIle2

が AUA コドンを正しく認識できるようになる．真正細菌で
は，C34 がリジンで修飾されることが 20年以上も前から明ら
かとなっており，その反応を触媒する酵素も同定されている．
一方，アーキアにおける修飾形態は長い間謎のままであった
が，最近になりポリアミンの一種であるアグマチンで修飾され
2-アグマチニルシチジン（agm2C）に変換されていることが明
らかとなった（図1B）．agm2C は tRNAIle2 の AUA コドンの認
識に不可欠であると同時に，イソロイシル tRNA合成酵素が
tRNAIle2 をアミノアシル化する際の認識部位として機能するこ
とも報告されている．修飾されていない tRNAIle2 はメチオニ
ル tRNA合成酵素によって誤ってアミノアシル化されることか
ら，agm2C は tRNAIle2 のイソロイシン受容能および AUA コ
ドン特異性を決定する重要な修飾ヌクレオシドであり，正しい
タンパク質合成に欠かすことができない．agm2C の形成は，
酵素TiaS が ATP依存的に触媒する．しかしながら，そのアミ
ノ酸配列中には既知の ATP結合モチーフが存在せず，反応を
触媒するしくみは不明であった．そこで，TiaS の構造機能解
析を通して，tRNAIle2 にアグマチンが導入されるしくみの解明
を試みた．

TiaS, tRNAIle2, ATP からなる 3者複合体の結晶を調製し，そ
の複合体構造を決定した（図3）．TiaS は 4 つのドメイン（ドメ
イン I–IV）から構成されており，tRNA のアンチコドンアーム
はドメイン I, II, III と，一方，アクセプターステムはドメイン
IV と相互作用していた．また，ATP はドメイン I に結合して
いた．さらに，構造に基づいた変異体解析の結果，TiaS のド
メイン IV とアクセプターステムとの特異的な水素結合が，
tRNAIle2特異性に重要であることが分かった．

次に，生化学的な実験から，TiaS が ATP を AMP とピロリ
ン酸に加水分解し，生じたピロリン酸の ATPγリン酸に由来す
るリン酸基を使って，C34 の 2位カルボニル基をリン酸化し活
性化することを明らかにした．3者複合体において，ATP の
周辺には保存された 3 つの Asp残基が配置されていた．これ
らを Ala残基に置換した変異体では，ATP の加水分解活性お
よび agm2C形成活性がともに消失しており，ドメイン I が
C34 のリン酸化に関わることが示唆された．しかしながら，3

者複合体において，C34 は ATP のγリン酸から 10 Å も離れた
位置（ドメイン II）に結合していた．これは，3者複合体構造
が C34 のリン酸化反応を触媒できないことを意味する．では，
いったい TiaS は C34 をどのようにリン酸化しているのであろ
うか？

そこで，TiaS, tRNAIle2, AMPcPP, アグマチンからなる 4者
複合体の結晶構造を決定した．二つの構造を比較したところ，
4者複合体中におけるアグマチンの結合部位は，3者複合体中
における C34 の結合部位と完全にオーバーラップしているこ
とが明らかとなった．その結果，4者複合体中では，C34 がド
メイン II に結合できず，AMPcPP のすぐ近くに配置されるこ
とが分かり，この部位で TiaS が C34 をリン酸化すると結論付
けた．C34 はリン酸化された後，アグマチンの近傍に移動して
くると予想され，その場において，アグマチンがリン酸化C34
を求核攻撃し agm2C が形成すると考えられる．
お わ り に

RNA はたった 4種類の塩基から構成された比較的単純な生
体高分子であるが，生物はそれを転写後修飾することで化学的
な多様性をもたらす．特に，tRNA アンチコドン領域に含まれ
る修飾ヌクレオシドは正確なコドンの認識という点において，
非常に重要な役割を担っている．本研究では，s2U や agm2C
といった修飾ヌクレオシドが形成されるしくみを解明してお
り，正しいタンパク質合成を可能にするという生物にとって極
めて重要なシステムの一端を明らかにしたものである．
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学名誉教授・野本明男先生ならびにアドバイザーの先生方に心
より御礼申し上げます．
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緑茶の機能性を捉える低分子ケミカルセンシングに関する研究

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点 准教授 藤 村 由 紀

は じ め に
近年，緑茶（Camellia sinensis L.）の多彩な健康維持増進効

果や疾病リスク低減効果が注目を集めている．このような緑茶
を含めた様々な機能性食品（特定保健用食品）の開発が活発に
行われているが，特定の機能性成分（サプリメント等）の不適
切で過剰な摂取による健康被害も報告されている．このことは
既存の食品機能性評価法の限界と共に，医薬品同様，食品にお
いても機能性成分の厳密な科学的根拠（特に，［1］標的（セン
サー）分子を介した特異的作用機序や［2］標的組織内の時空間
動態）の理解が，その保健効果発現の仕組みを把握する上で必
要不可欠と考えられている．切れ味鋭い医薬品と違って，比較
的緩慢でブロードな作用を示す複合成分系である食品の機能性
を正確に捉えるためには，機能性を単一成分情報のみで帰属す
る現行法では対応困難な［3］多成分情報を機能性に帰属できる
新たな科学的評価法の創出，すなわち，着目する機能性成分と
その効果に干渉しうる複数の共存成分の挙動を一斉に捉え，そ
れらの機能性に対する寄与度を包括的に評価できる分析技術が
求められている．

このような状況の下，筆者らは，独自の“ケミカルバイオロ
ジー”（標的（センサー）分子を介した低分子食品成分の機能性
解明法）および“メタボロミクス”（複合的な低分子食品・生体
成分の包括的解析法）技術の活用により，緑茶に代表される食
品の機能性評価に役立つ低分子生理活性化合物（特に，緑茶ポ
リフェノール）の微細な挙動を高精度・高感度に捉える新奇分
子計測技術・概念（ケミカルセンシング法：以下の 3種類）の
創出に成功した（図1）．

［1］  緑茶成分標的センシング（生体内の特異的分子応答機構：
食品因子感知システムの解明）

［2］  緑茶成分動態センシング（機能を担う活性成分の体内動
態：組織微小領域での分子動態の可視化）

［3］  緑茶成分バランスセンシング（食品の基礎的構成要素：有

用成分と共存成分バランスの理解）
1.　緑茶成分の標的センシング

筆者らは，これまでに低分子機能性食品成分の特異的生理作
用の発現機構の解析を精力的に進めてきた．そのなかで，代表
的なポリフェノールの一種である緑茶カテキン（Epigallocate-
chin-3-O-gallate: EGCG）の生体内センシング機構，すなわち，
EGCG と結合し，その多彩な生理作用を仲介するマイクロドメ
イン“脂質ラフト”に局在する細胞膜受容体（センサー分子：
67kDa ラミニン受容体，67LR）の同定およびその特異的シグ
ナル伝達経路（特に，過剰な免疫応答の抑制機序）や細胞膜・
センサー分子上での相互作用機序/EGCG センシングモチーフ
を世界に先駆けて明らかにした（図2）．このような筆者らの研
究を契機に，食品因子（低分子ケミカル）をプローブとしてそ
の生体内標的分子を介した研究により食品の機能性を解明する
新概念「フードケミカルバイオロジー」が食品機能性研究の新
機軸として期待されている．
2.　緑茶成分の動態センシング

現在，摂取した低分子食品成分の生体内挙動を代謝物レベル

図 1　本研究の概要

図 2　緑茶成分を感知する特異的分子応答機構
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で捉える「ニュートリメタボロミクス」技術の構築を目指した
質量分析法の開発を行っている．そのなかで，緑茶ポリフェ
ノールや抗ガン剤など低分子ケミカルの微細な生体応答を捉え
るセンシング法，すなわち，9-Aminoacridine をイオン化助剤

（マトリックス）として用いたマトリックス支援レーザー脱離
イオン化質量分析（MALDI-MS）により，生体内低分子代謝物

（内在性低分子ケミカル）の超高感度・超高速測定法および微
量細胞からの非標的型代謝物検出法の開発に成功した．さら
に，本技術を応用して，単一細胞レベルの検出感度で多彩な代
謝物を非標識で二次元可視化できる超高感度MALDI-MS イ
メージング法を開発し，生体組織内微小領域における複合的な
代謝ダイナミクスを捉えることができた．このようなケミカル
センシング技術は，高精度表現型解析（病態評価等）のための
革新的分子イメージング法として更なる進展が期待されてい
る．現在，本センシング法の応用（高感度検出可能なマトリッ
クス 1,5-Diaminonaphthalene の発見と標品非依存的代謝物同
定法の組合せ）により，Bioavailability が極めて低く，これま
でに計測が困難であった緑茶カテキンの摂取後の体内動態（組
織内微小領域中の代謝分布：未変化体および第II相代謝産物の
硫酸抱合体やグルクロン酸抱合体の局在）の極めて簡便な可視
化（非標識同時画像化）も可能となった（図3）．本技術により，
実態が不明瞭であった緑茶カテキンの詳細な作用機序の解明が
期待される．

生理活性化合物（低分子ケミカル）の動態分析に必須な“標
識化”に依存しない簡便なセンシング法の確立は，既存法では
取得困難な分子の動態を捉え，機能性食品や医薬品の研究開発
過程の諸問題（時間・コスト・労力浪費や特異性欠如，低精度
な作用解析）を解決する基盤技術の創出につながる．
3.　緑茶成分のバランスセンシング

近年，食品の品質鑑定・予測およびその要因解析の新たな手
法として，含有する一連の低分子化合物（代謝物）群の量比バ
ランスで試料間の性質を評価できる代謝物プロファイリング法
が注目を集めているが，現状ではそれらの食品機能性（三次機
能）分野への応用は皆無であった．これに対して，筆者らは高
速液体クロマトグラフ質量分析・多変量解析に基づく代謝物プ
ロファイリング法が数十種類の茶（Camellia sinensis L.）品種
の機能性評価（血管内皮障害の抑制に関わるミオシン軽鎖リン
酸化抑制活性を有する品種の識別化やその活性予測モデルの構
築／生理活性因子や共存成分バランスの解明等）に有効である
ことを見出した（図4）．本成果は，既存の機能性評価法で汎用

される単一成分評価系では対応できない，複合成分系である緑
茶の機能性をその成分量比バランスで簡便に評価（感知）でき
る計量化学的技法を提示した．こうした緑茶の機能性を捉える
成分量比バランスのセンシング法は，機能性を付与した新規品
種開発や既存品種の有用性発掘に役立つことが期待される．ま
た，試料中の複数成分間の相関関係を捉える本法は，緑茶をは
じめ様々な食品の機能性理解に不可欠な成分間／食品間相互作
用に関する基礎情報の取得を可能にし，機能性成分を活用した
食品開発や食べ合わせに役立つ新たな科学的根拠の創出に寄与
すると思われる．
お わ り に

筆者らは，緑茶とその活性成分であるポリフェノールを例と
して，食品–生体間の厳密な分子間相互作用の理解に必須であ
るが従来法では捉えることが困難な分子の挙動を感知できる新
奇分子計測技術・概念を提唱してきた．これにより，機能性を
反映する特異的食品・生体成分パターンの理解（予測）が可能
となり，今後，緑茶をはじめとした様々な食品の高精度な機能
性解析，食べ合わせ評価，質の高い機能性食品の開発とそのプ
ロセスの簡便化への貢献を目指したい．

謝　辞　本研究は，九州大学大学院農学研究院生命機能科学
部門食糧化学研究室および同先端融合医療レドックスナビ研究
拠点で行われたものです．斬新な食品機能性研究の機会を与え
ていただき，学生時代から終始ご指導ご鞭撻を賜りました九州
大学大学院農学研究院教授・山田耕路先生および同主幹教授・
立花宏文先生に深甚なる感謝の意を表します．また，最先端の
メタボロミクス研究に従事する機会を与えていただき，多くの
ご助言ご指導を賜りました同基幹教育院教授・割石博之先生お
よび同先端融合医療レドックスナビ研究拠点研究統括・同大名
誉教授・内海英雄先生に心から御礼申し上げます．分析化学研
究の遂行に多大なご協力をいただき，同拠点メタボリック・プ
ロファイリンググループ長・三浦大典先生に感謝申し上げま
す．食品総合研究所食品機能研究領域長・山本万里先生には，
学生時代から様々な緑茶研究を行う機会をいただき，深く感謝
申し上げます．本研究は，様々な大学・企業・研究機関の共同
研究者のご指導とご協力，および研究室メンバーの皆様の努力
の賜物であり，携わった全ての皆様に心より感謝申し上げま
す．最後になりましたが，本奨励賞にご推薦くださいました日
本農芸化学会西日本支部長の木村誠先生および関連の諸先生方
に厚く御礼申し上げます．

図 3　摂取した緑茶成分の組織内代謝の非標識同時画像化
図 4　代謝物プロファイリング法による緑茶葉熱水抽出物の

機能性解析：緑茶品種の機能性評価−予測回帰モデル
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食品関連微生物が形成するバイオフィルムの制御と利用に関する研究

日本大学生物資源科学部食品生命学科　食品微生物学研究室　古　川　壮　一

は じ め に
バイオフィルムとは，固液や気液界面に形成されるフィルム

状の微生物集落を指す．バイオフィルムは，液体培地中の浮遊
細胞や固体培地上のコロニーとは異なる第三のライフスタイル
であり，その形成メカニズムや性質などについては未解明の点
が多い．また，バイオフィルムは多くの産業における微生物汚
染源として広く知られ，特にその薬剤耐性や洗浄・殺菌耐性の
高さが問題視されてきた．しかし，バイオフィルム形成能は多
くの微生物が普遍的に有しており，人間生活に寄与してきた側
面もあると考えられる．

我々は，これまでに有害バイオフィルムの制御と，伝統発酵
食品中の有用微生物が形成するバイオフィルムの利用という二
つの視点から，特に複数菌種の共培養系において形成される複
合バイオフィルムを中心に研究を展開してきた．現在までに新
規なバイオフィルム形成阻害因子や二菌種の共培養系で形成さ
れる特異な複合バイオフィルムを見出し，バイオフィルムの制
御法や利用法について産業応用可能な知見を報告してきた．こ
こでは，それらについて簡単に述べたい．
①　有害微生物の複合バイオフィルム形成とその制御

まず，バイオフィルム形成制御を目的に研究を行った．多数
の病原菌を含む 38種類の微生物（36種の細菌と 2種の酵母菌）
を用いて二菌種複合培養系におけるバイオフィルム形成を検討
した結果，複合培養時に有害細菌のバイオフィルム形成を抑制
する細菌を複数見出し，微生物間相互作用を利用してバイオ
フィルム形成を制御可能なことを示した．次に，16種類の口
腔内微生物を用いた二菌種複合培養系でう触原因菌（Strepto-
coccus mutans）のバイオフィルム形成を阻害する微生物をス
クリーニングした．その結果，S. salivarius が S. mutans のバ
イオフィルム形成を阻害し，その阻害因子が S. salivarius が産
生するフルクタナーゼであることを明らかにすることができ
た．

上記の結果は大変興味深いものではあったが，これらの微生
物を食品分野のバイオフィルム制御に応用することは困難を伴
うと予想された．そこで次に，食品添加物（約30種）及び香辛
料（約60種）によるバイオフィルム形成制御を検討した．な
お，天然の多くのバイオフィルムは複数種の微生物で形成され
ていると考えられるが，ここでは系を単純化するために単独培
養系で実験を行った．その結果，乳化剤であるショ糖脂肪酸エ
ステルや香辛料の中に，大腸菌，緑膿菌，黄色ブドウ球菌やリ
ステリア菌のバイオフィルム形成に対して強力な阻害活性を有
するものがあることを明らかにすることができた．
②　有用微生物の複合バイオフィルム形成とその利用
②‒1　酵母菌と乳酸菌の複合バイオフィルム形成
我々は，上記の 38種類の微生物を用いた複合バイオフィル

ム形成実験の過程で，酵母菌と乳酸菌の複合培養系でバイオ

フィルム形成が増加する組み合わせがあることを見出した．そ
の後，十数種類の酵母菌と乳酸菌の複合培養系におけるバイオ
フィルム形成について検討した結果，幾つかの組み合わせでバ
イオフィルム形成が増加することを見出すことができた．この
ような酵母菌と乳酸菌の相互作用はそれまで知られておらず，
世界初の知見であった．

酵母菌と乳酸菌の共存は多くの伝統的発酵で見出される．そ
こで，上記のような酵母菌と乳酸菌の複合培養時におけるバイ
オフィルム形成が，実際の伝統的発酵においても見出すことが
できるのか否かを検討することとした．その結果，鹿児島県で
約200年に亘り製造されている福山酢の製造工程より分離した
酵母菌と乳酸菌の中から，共培養時に顕著な複合バイオフィル
ムを形成する出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae Y11-43）と
乳酸菌（Lactobacillus plantarum ML11-11）の組み合わせを見
出すことができた（図1）．福山酢は，壺に原料を仕込んだ後，
人工的管理を行うことなく数カ月間静置するという特徴的なプ
ロセスで製造される（図1）．我々はその発酵過程での菌叢や各
成分の変遷について解析する過程で，もろみより上記菌株を分
離した．なお，福山酢もろみサンプルは合資会社伊達醸造様よ
りご提供いただいた．

上記の乳酸菌ML11-11 と出芽酵母が形成する複合バイオ
フィルムの微細構造を電子顕微鏡や FISH により観察すると，
基底部に主として乳酸菌が存在し，その上に乳酸菌と酵母菌が
集積して，分厚い構造体を形成していることが明らかとなった

（図2）．さらに，ML11-11 は出芽酵母と顕著な共凝集を起こ
し，その共凝集は乳酸菌表層のレクチン様タンパク質と酵母表
層のマンナン糖鎖を介して行われることが示された．その結
果，本複合バイオフィルム形成には，乳酸菌と酵母菌の共凝集
が重要な役割を果たしていることが明らかになった．なお，乳
酸菌表層の接着因子は現在同定中であるが，それはマンナンを

図 1　福山酢の醸造風景と発酵プロセス，及び複合バイオ
フィルム
A：発酵風景，B：発酵初期（表面には振り麹がある），C：
発酵中期（振り麹が沈み，酢酸菌膜が形成），D：福山酢
分離乳酸菌と酵母菌による複合バイオフィルムの SEM写
真．
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認識するタンパクで，マンナン糖鎖の側鎖部分を認識して結合
することを強く示唆する結果を得ている．これらのことから，
上記の酵母菌と乳酸菌は細胞表層の分子同士で相手を認識しな
がら凝集・増殖し，その結果として分厚く強固な複合バイオ
フィルムを形成しているものと考えられた．

次に，酵母菌・乳酸菌複合バイオフィルムの固定化菌体とし
ての利用を検討した．当該複合バイオフィルムは洗浄耐性が高
く，セルロースビーズなどに形成させたものは，一月以上の連
続的な発酵に用いることができ，ロバスト性に優れていること
を明らかにすることができた．このロバスト性は，自己複製に
より自律的にバイオフィルムを再生産可能なこと，ならびに，
共存乳酸菌による乳酸などの抗菌物質の産生や培養pH の低下
によりコンタミネーション耐性を有することに起因していると
考えられた．なお，乳酸発酵が並行して起こるため，アルコー
ル発酵収率の低下が懸念されたが，酵母の単独系に比較して収
率の低下はわずかであった．簡易な菌体固定化が可能なことや
コンタミネーション耐性の利点を考えると，本系は開放系での
バイオマスリファイナリーなどに適した軽装備の発酵システム
として優れた特徴をもっているものと考えられる．
②‒2　酵母菌・乳酸菌・酢酸菌の 3菌種複合系におけるバイ
オフィルム形成

福山酢より分離した酢酸菌（Acetobacter pasteurianus A11-
10）と乳酸菌ML11-11 との複合培養についても検討したとこ
ろ，グルコースを炭素源として共培養すると，酢酸菌膜（ペリ
クル，気液界面のバイオフィルム）の形成が顕著に促進される
という新規な現象を見出すことができた．さらに，酵母菌と乳
酸菌の共培養系に酢酸菌を添加した 3菌種複合系では，酵母菌
と酢酸菌の 2菌種複合系に比べて効率的に酢酸発酵が進行する
ことを見出し，その原因は，乳酸菌が生成する乳酸によって酢
酸菌の生育が促進され，その結果として酢酸菌膜が旺盛に形成
されることによるものであることを明らかにすることができた

（図3）．
我々は，以上のように，酵母菌，乳酸菌，酢酸菌の相互作用

によって生み出される巧みな共役系が，福山酢の簡易でありな
がら安定かつ効率的な発酵システムを支えていることを明らか
にすることができた．
③　モデル微生物をもちいたバイオフィルム形成機構の解明

これまでに述べた複合培養系におけるバイオフィルム形成に

関する研究と並行して，我々は，大腸菌Escherichia coli K-12
株を用いたバイオフィルム形成機構解明に関する検討も並行し
て行ってきた．そこでは，E. coli K-12株のバイオフィルム形
成細胞と浮遊細胞を用い，それらのトランスクリプトーム及び
プロテオームによる比較解析を行い，併せてトランスポゾンラ
イブラリーからバイオフィルム形成変異株をスクリーニングし
た．その結果，細胞内アミノ酸濃度，特にトリプトファン濃度
の低下がバイオフィルム形成を誘導する傾向にあること，なら
びにトリプトファン添加がバイオフィルム形成の抑制と崩壊を
引き起こすことを明らかにすることができた．また，細胞内核
酸，特に UMP の濃度がバイオフィルム形成に深く関与してい
ることを明らかにすることができた．加えて，多剤耐性ポンプ
がバイオフィルム形成に寄与していること，及び高浸透圧下で
伸長化した大腸菌細胞がバイオフィルムを形成することを見出
し，さらに，バイオフィルム形成量をその構成菌数で評価する
方法を開発することができた．
ま　と　め

以上の結果より，有害菌バイオフィルムの制御技術及び有用
菌バイオフィルムの利用技術の基盤を確立することができ，同
時に大腸菌を用いバイオフィルム形成機構解明に関する重要な
知見を得ることができた．今後，更に研究を進めたい．

謝　辞　本研究は，日本大学生物資源科学部・食品生命学
科・食品微生物学研究室において行われたものです．本研究の
遂行に際しまして多くのご指導を賜りました食品微生物学研究
室前教授（東京大学名誉教授）・山﨑眞狩先生，ならびに同研
究室現教授・森永　康先生に衷心より感謝申し上げます．ま
た，研究当初から一貫してご支援を賜りました同食品衛生学研
究室・荻原博和教授には，心より感謝申し上げます．なお，本
研究の遂行に際しましては，元・日本大学生物資源科学部教授

（東京大学名誉教授）・別府輝彦先生をはじめ，日本大学生物資
源科学部内外の共同研究者の方々をはじめとする多くの方々か
ら多大なるご支援を賜りました．心より感謝申し上げます．さ
らに，学生時代にご教授頂きました，九州大学農学部食糧化学
工学科の故・藤尾雄策先生，早川　功先生，下田満哉先生はじ
め多くの先生方には，心よりお礼申し上げます．最後に，本研
究の成果は，日本大学・食品微生物学研究室の大学院生・学部
学生の皆さまのご努力の賜物であります．謹んで感謝の意を表
します．

図 2　福山酢分離酵母菌と乳酸菌の複合バイオフィルム形成

図 3　酢酸菌，酵母菌，乳酸菌の複合発酵におけるバイオ
フィルム形成と福山酢の発酵形式
A：発酵前期（振り麹がある状態），B：発酵後期（酢酸菌
膜が形成されている状態）．
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構造生物学を基盤とした糖質の認識・輸送・分解機構に関する研究

京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻 特別研究員 丸山如江

は じ め に
柑橘類などの植物に由来するペクチン，藻類に含まれるアル

ギン酸やカラギナン，マメ科植物のグアガム，ローカストビー
ンガム，微生物が生産するキサンタン，カードラン，ジェラン
などの多糖は，食品分野をはじめ，化学や医薬分野でも増粘安
定剤（増粘剤，安定剤，ゲル化剤，糊料）として広く用いられ
ている．この様な糖質（多糖）の分解や修飾に関わる酵素やタ
ンパク質の機能解析，ならびにそれらの生産と機能発現を許容
する細胞，特に微生物システムの理解は，食品・化学・医薬分
野への応用のみならず，基礎生物学的にも重要な課題である．

アルギン酸は β-d-マンヌロン酸とその C-5 エピマーである 
α-l-グルロン酸 から成る直鎖状の酸性多糖である．グラム陰性
のスフィンゴモナス属細菌A1株（以下A1株）は，アルギン酸
の認識・輸送・分解に関して極めて巧妙な分子機構を発達させ
ている．その特徴は，まず，アルギン酸レセプターにより細胞
外のアルギン酸を認識し，細胞表層の体腔と連動した輸送体を
介してペリプラズムに取り込み，ペリプラズム局在基質結合タ
ンパク質で捕捉した後に内膜局在の ABC トランスポーターに
よって細胞質に輸送し，最終的に，細胞質局在のエンド型およ
びエキソ型アルギン酸リアーゼによって単糖に分解し，資化す
ることにある（図1）．

この A1株の示すアルギン酸資化の全容を解明するため，そ
こに関与するタンパク質や酵素を構造生物学に重点を置いて解
析してきた．また，糖質関連酵素の構造生物学的解析にも取り
組んできた．本講演では，特にアルギン酸の取り込み系を中心
に，これまでに得られた知見について紹介する．
1.　細胞表層局在アルギン酸認識タンパク質

A1株の細胞表層でアルギン酸誘導的に発現するタンパク質
のうち，アルギン酸に最も強い親和性（Kd : ～10－9 M）を示す
タンパク質p5 は，細菌のべん毛繊維タンパク質であるフラ
ジェリンのホモログであるにも拘らず，A1株の細胞表層全体

に存在する．本タンパク質の変異解析，X線結晶構造解析，機
能解析を行い，アルギン酸結合にはアミノ酸残基21–41 と
363–373 の領域が重要であることを明らかにした．これらの領
域は細菌フラジェリン間で高度に保存されており，べん毛繊維
を構成する場合，2 つのαへリックスドメインを連結するルー
プを形成する．しかし，繊維を形成しない p5 では 2 つのドメ
インをつなぐループ領域がなく，一続きの長いαへリックスを
形成していた．

A1株の細胞表層タンパク質p7 は，大腸菌の鉄取り込み系の
構成分子と相同性を示す．ある種の金属イオンと結合する他，
高分子アルギン酸特異的な結合活性（Kd : ～10－8 M）を持つ．
決定した p7 の構造は，2 つのアップダウンへリックスバンド
ルから構成されており，分子表面には特徴的なイオンネット
ワークがみられた．
2.　ペリプラズム局在アルギン酸結合タンパク質

外膜を通過したアルギン酸は，ペリプラズムの結合タンパク
質AlgQ1 もしくは AlgQ2 に捕捉される．アルギン酸は，その
構成成分あるいは非還元末端の状態（不飽和，飽和）および鎖
長により様々な分子形態をとる．AlgQ1 とアルギン酸オリゴ
糖との共結晶構造解析により，AlgQ1 のサブサイト 1 にはア
ルギン酸の非還元末端が不飽和・飽和の区別なく結合するが，
グルロン酸は結合しないこと，サブサイト 2 と 3 にはマンヌロ
ン酸とグルロン酸が区別なく結合できること，およびその構造
要因が明らかになった．アルギン酸結合に関わる構造要因は，
AlgQ1 と AlgQ2 の間で保存されている．このような基質認識
機構により，結合タンパク質はヘテロ多糖であるアルギン酸を
認識し，輸送することができると考えられる．また，アルギン
酸は，その生合成過程において，非還元末端にはグルロン酸を
配置しないことから，AlgQ1 と AlgQ2 がアルギン酸生合成機
構と連携した合理的な構造をとっていることがわかる．
3.　内膜局在ABCトランスポーター

AlgQ1 もしくは AlgQ2 に捕捉されたアルギン酸は，内膜の
ABC トランスポーターへと受け渡される．A1株のアルギン酸
輸送ABC トランスポーター（AlgM1M2SS:  内膜の AlgM1M2
ヘテロダイマーと細胞質の AlgSS ホモダイマーより構成され
る）は，AlgS の ATP加水分解エネルギーを用いてアルギン酸
を細胞質へと輸送する．大腸菌発現系を用いて発現させ，界面
活性剤存在下で精製した AlgM1M2SS を AlgQ2 とアルギン酸
オリゴ糖の存在下で結晶化し，3.2 Å分解能で構造を決定した

（図2）．結晶中で，AlgQ2 はアルギン酸オリゴ糖を捕捉した状
態で ABC トランスポーターと結合していた．AlgM1 と AlgM2
はどちらも 6回膜貫通へリックスを持ち，ペリプラズム側

（AlgQ2接触面）が閉じ，細胞質側（AlgSS接触面）に開いた状
態（inward-facing構造）で 2量体を形成していた．また，AlgSS
ホモダイマーは，各モノマーの ATP結合部位が離れた状態で，図 1　A1株によるアルギン酸の取り込みと分解
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AlgM1M2 と結合していた．このような構造的特徴は，得られ
た結晶構造が基質を輸送する前の状態であることを示す．
AlgQ2 は，AlgM1M2 と結合した状態でも外界から基質結合サ
イトへと続く長さ約30 Å（アルギン酸8糖相当）のトンネル状
の空洞を形成しており（図2中），この構造が，高分子のアルギ
ン酸をトランスポーターへと受け渡すために必須であると考え
られた．実際に in vitro測定系において，高分子アルギン酸と
AlgQ1 もしくは AlgQ2 を加えると，リポソームに再構成した
AlgM1M2SS の ATP加水分解活性が上昇することを確認した．
AlgM1M2 の内部には基質アルギン酸が通過するための空洞が
みられた（図2右）．内腔の表面は，中性糖（マルトース）輸送
ABC トランスポーターとは異なり，酸性アミノ酸と塩基性ア
ミノ酸が適度に配置されており，このような構造的特徴が，酸
性糖であるアルギン酸の効率的な取り込みと排出を可能にして
いると考えられる．一般的に，ABC トランスポーターは，結
合タンパク質の結合・解離や ATP の加水分解に伴って構造が
変化し，内腔の入り口（ペリプラズム側）と出口（細胞質側）が
閉じたり開いたりすることにより基質を運搬する．A1株のア
ルギン酸ABC トランスポーターにおいて，この空洞の長さは
約27 Åで，直鎖状のアルギン酸6糖分に相当する．したがっ
て，多糖アルギン酸が AlgM1M2 の内腔を通過するためには，
内腔の入り口と出口が共に開いた状態をとることが必要と考え
られる．
お わ り に

A1株の高分子取り込み系の構造生物学を中心に研究を展開
してきた．ABC トランスポーターは幅広い化合物を基質とす

ることが知られる一方で，その構造との相関の理解は限定的で
ある．そのような状況下において，酸性多糖アルギン酸を基質
とするトランスポーターの構造決定は，ABC トランスポー
ターの構造と機能の研究に大きく貢献すると思われる．ABC
トランスポーターにより A1株の細胞質に取り込まれたアルギ
ン酸は，エキソ型およびエンド型アルギン酸リアーゼにより単
糖にまで分解された後，代謝される．これまでに，アルギン酸
リアーゼをはじめ，キサンタンリアーゼ（キサンタン側鎖を分
解），ラムノシダーゼ（ラムノース含有複合糖質を分解），ポリ
ガラクツロン酸リアーゼ（ペクチンを分解）などの多糖分解酵
素の構造機能相関を明らかにしてきた．これらの知見は，多糖
の性質を改変し，食品への応用用途を拡大するために有効と考
えられる．また，近年，こうした多糖が食糧と競合しないバイ
オ燃料の原料として注目されるに伴い，これらの糖質の取り込
み系，分解系の理解はますます重要となっている．

謝　辞　本研究は，京都大学大学院農学研究科食品生物科学
専攻生物機能変換学分野にて行われました．ポスドクとして継
続して研究を行う機会を与えていただき，また，終始ご指導，
ご鞭撻を賜りました同分野の村田幸作先生（現 摂南大学）に深
く感謝申し上げます．同分野の橋本 渉先生には，研究全般に
わたり数々のご指導を賜りました．心より御礼申し上げます．
同研究科農学専攻の故内海 成先生と同研究科応用生命科学専攻
の三上文三先生には，博士課程在学中よりご指導，ご助言いた
だきました．ここに深く感謝いたします．大阪大学大学院基礎
工学研究科在学中に X線結晶構造解析の機会を与えていただ
き，研究を基礎から教えていただきました森本英樹先生ならび
に諸先生方に厚く御礼申し上げます．また，本研究は京都大学
大学院農学研究科食品生物科学専攻生物機能変換学分野に在籍
された多くの方々との共同研究として遂行されました．常に的
確なご助言をいただきました同分野の河井重幸先生に感謝致し
ます．共に実験や議論をしてくださった博士研究員の皆様，卒
業生および在校生の皆様に感謝致します．最後になりました
が，本奨励賞にご推薦いただきました日本農芸化学会関西支部
長の内海龍太郎先生ならびにご支援賜りました諸先生方に厚く
御礼申し上げます．

図 2　アルギン酸輸送ABC トランスポーター複合体の全体構
造
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植物Nudix hydrolaseファミリーの生理機能に関する研究

中部大学応用生物学部食品栄養科学科 准教授 吉 村 和 也

は じ め に
Nudix hydrolase（NUDX）は，ヌクレオシド-2 リン酸類縁体

（nucleoside diphosphate linked to some other moiety X: NDP- 
X）からヌクレオシド-1 リン酸とリン酸-X への加水分解活性を
持つ酵素ファミリーの総称である．2,500以上の本酵素遺伝子
がウイルスからヒトに至る 300以上の生物種から確認されてお
り，大腸菌には 13，ヒトには 24 と多数のアイソザイムが存在
する．NUDX ファミリーの潜在的な基質には，ヌクレオチド，
ジアデノシンポリリン酸（ApnA, n＝4〜5），NAD（P）H, CoA, 
および FAD などの，還元力／レドックスキャリアー，シグナ
ル分子，もしくは代謝中間体や補酵素などの役割を有する重要
な生体分子が含まれていることから，本酵素ファミリーの様々
な代謝や細胞応答への関与が示唆されていた．しかしこれま
で，大腸菌や動物におけるいくつかの NUDX についてのみ研
究が進められているのが現状であった．

その様な状況下で筆者らは，植物シロイヌナズナ（Arabidop-
sis thaliana）を用いて，初めて特定の生物が保有する全NUDX
アイソザイムの分子特性や生理機能を網羅的に解析し，
NUDX が多様なヌクレオシド-2 リン酸類縁体の分解を介して，
様々な細胞応答や代謝制御に関与していることを明らかにし
た．以下にそれらの概要について述べる．
1.　植物NUDXファミリーの分子特性

遺伝子データベース解析の結果，シロイヌナズナには 28種
類もの NUDX相同遺伝子 （AtNUDX1〜27, AtDCP2） が存在し
た．それらの推定アミノ酸配列および GFP を用いた細胞内局
在性解析から，AtNUDX1〜11, 25 は細胞質，AtNUDX12〜18
はミトコンドリア，AtNUDX19〜24, 26, 27 は葉緑体型に局在
することを明らかにした．さらに，組換えタンパク質を用いて
基質特異的性および速度論的解析を行った結果，8-oxo-（d）GTP

（AtNUDX1），ADP-リボース/NAD（P）H（AtNUDX2, 6, 7, 10），
CoA（AtNUDX11, 15），ADP-グルコース（AtNUDX14），GDP-
マンノース（AtNUDX9），ApnA（AtNUDX13, 25, 27），FAD

（AtNUDX23），グアノシン-4 リン酸（ppGpp）（AtNUDX26）
を特異的基質とする AtNUDX サブファミリーの存在が明らか
になった．分子系統解析の結果，植物NUDX は他の生物種の
同じ基質特異性を示す NUDX とは異なるブランチからクラス
ターを形成していたことから，植物に特有の進化過程を経て多
様な基質特異性を獲得したことが示唆された．また，それらの
基質特異性に必須のアミノ酸残基やモチーフを特定できた．さ
らに，AtNUDX の多くは，強光や乾燥などの非生物的ストレ
ス，および病原菌感染やサリチル酸（SA）処理などの生物的ス
トレスにより顕著に発現誘導されることを示した．
2.　酸化ヌクレオチド浄化による酸化的DNA損傷の防御

活性酸素種（ROS）によるヌクレオチドの酸化体は DNA複
製や RNA転写の際に取り込まれると，塩基の誤対合により突

然変異や異常タンパク質の生成の原因となる．大腸菌を用いた
相補試験や遺伝子破壊株を用いた生化学的および分子遺伝学的
な解析から，AtNUDX1 は酸化ヌクレオチドの一つである
8-oxo-（d）GTP を細胞質ヌクレオチドプール中から分解（浄化）
することで，核，ミトコンドリアおよび葉緑体の DNA や
RNA への酸化ヌクレオチドの取り込みを抑制していることが
示された．
3.　ADP-リボースと NAD（P）H代謝よる生物的／非生物的ス
トレス応答・防御の制御
ポリ ADP リボシル化（PAR）は DNA の酸化損傷の修復を

始めとする様々な生体反応の制御に関わる重要なタンパク質修
飾機構である．遺伝子破壊株および過剰発現株を用いた生理機
能解析により，ADP-リボースおよび NAD（P）H に対して加水
分解活性を有する複数の AtNUDX（AtNUDX2, 6, 7, 10, 14, 19）
の中で，AtNUDX2 は PAR反応の分解過程から生成する細胞
毒性物質である ADP-リボースを加水分解し，ヌクレオチドを
リサイクルすることで，自然環境に起因する非生物的ストレス
下での PAR の活性化による NAD＋および ATP の枯渇を防い
でいることを明らかにした（図1）．また，AtNUDX7 は ADP-
リボースからのヌクレオチドのリサイクルに加え，NADH の
加水分解によるそのレベルもしくはレドックス比の制御を介し
て PAR反応を調節し，DNA酸化損傷修復因子の発現を協調的
に制御していた（図1）．一方，AtNUDX6 は NADH代謝によ
るチオレドキシンの発現制御を介して，生物的ストレスに対す
る植物独自の防御応答である全身獲得抵抗性のマスターレギュ
レーターである NPR1 の活性化を調節していた（図2）．さら
に，AtNUDX19 による葉緑体内での NADPH レベルの調節は，

図 1　AtNUDX2 と AtNUDX7 による ADP-リボースおよび
NADH代謝を介した非生物的ストレス応答の制御
NMNH，還元型ニコチンアミドモノヌクレオチド；ROS，
活性酸素種；PARP，ポリ ADP-リボースポリメラーゼ；
PARG，ポリ ADP-リボースグリコシラーゼ
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葉緑体から核へのレトログレードシグナルを介した光合成とス
トレス応答の協調的な制御や，植物ホルモンシグナル経路の制
御に機能していることを見出した．
4.　その他の NUDXによる多様な代謝系の制御

AtNUDX26 は，原核微生物の貧栄養時の緊縮応答に関与す
る ppGpp を葉緑体内で加水分解することにより，葉緑体遺伝
子の転写調節に機能すると考えられた．また，AtNUDX23 は
葉緑体内での FAD の分解を介してフラビン生合成系をフィー
ドバック調節することで，細胞内フラビンレベルの制御に機能
することが明らかになった．さらに，AtNUDX11 は細胞質に
局在し，CoA だけでなく長鎖脂肪酸-CoA に対し高い親和性を
示したことから，脂肪酸伸長や生合成の制御に機能していると
考えられた．一方，AtNUDX15 およびその選択的スプライシ
ング産物である AtNUDX15a はどちらもミトコンドリアに局
在し，CoA よりもサクシニル-CoA などに高い親和性を示した
ことから，TCA サイクルの制御に関与することが示唆された．
5.　AtNUDXによる細胞内NAD（P）H代謝を介した遺伝子発
現制御機構
NAD（P）H は生物の主要なレドックスキャリアーであり， 

多様な代謝反応の駆動や生体反応の制御に必須である．した
がって，その細胞内レベルやレドックス状態［NAD（P）H/
NAD（P）＋］の変化は多大な影響をもたらすと予想される．事
実，細胞内NADH レベルが段階的に変化している AtNUDX6
および AtNUDX7 の単独および二重遺伝子破壊株を用いた 
トランスクリプトーム解析の結果，野生株および各遺伝子破壊
株における発現量が NADH レベルと高い正および負の相関 
を示す遺伝子が多数同定され，それらには複数の転写因子お 
よびシグナル伝達因子が含まれていた．これらの結果から，
NAD（P）H の分解による細胞内レドックスバランス制御の重要
性，すなわち AtNUDX6 および AtNUDX7 による細胞質での
NADH代謝が細胞内のレドックスシグナルを統括する「インテ
グレーター」 としての役割を果たしていると考えられた （図3）．
お わ り に

以上より，植物は環境変化（非生物的ストレス）やウイル 
ス／微生物の攻撃（生物的ストレス）に対する生存戦略として，
NUDX による種々の生体分子の分解経路を巧みに発達させて

きたと考えられる．さらに，FAD や CoA などビタミン補酵素
型の代謝制御に関与する NUDX の存在は，生体有用分子の代
謝制御が生合成経路だけでなく，分解経路との絶妙なバランス
の上で成り立って，ホメオスタシスを維持していることを強く
示すものである．今後，植物NUDX ファミリーのさらなる機
能解析に加え，それらの他生物種における普遍性を明らかにす
ることで，生物界の巧妙な代謝制御や生存戦略の理解の進展に
つながることが期待される．

謝　辞　本研究は，近畿大学農学部バイオサイエンス学科植
物分子生理学研究室（旧食品栄養学科栄養化学研究室および食
品分子生理学研究室）および中部大学応用生物学部食品栄養科
学科において行われたものです．本研究を行う機会を与えてい
ただくとともに，公私にわたり終始ご指導，ご鞭撻をいただ
き，研究者としての礎をご教授いただいた近畿大学農学部教授 
重岡 成先生に心より感謝申し上げます．また，学生時代から
長年にわたり，数々の激励と温かいご助言を賜りました大阪府
立大学名誉教授 中野長久先生（現大阪女子短期大学学長），
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授 横
田明穂先生，名古屋大学生命農学研究科教授 堀尾文彦先生に
深謝いたします．中部大学応用生物学部 中村研三先生，太田
明徳先生および大羽和子先生には，多くの激励と温かいご助言
をいただきました．また，共同研究者として多大なご協力をい
ただいた近畿大学農学部 田茂井政宏博士，小川貴央博士，田
部記章博士，石川和也博士，伊藤大輔博士，作山治美女史，島
根大学生物資源科学部 石川孝博教授，丸田隆典博士，鳥取大
学農学部 薮田行哲博士，宮崎大学テニュアトラック推進機構 
和田 啓博士に感謝いたします．さらに，本研究に関わりこれ
まで支えてくれた中部大学応用生物学部および近畿大学農学部
の院修了生，卒業生ならびに現院生，学部学生諸氏に感謝いた
します．最後に，本奨励賞にご推薦くださいました日本農芸化
学会中部支部長・小鹿 一先生（名古屋大学生命農学研究科教
授）ならびにご支援を賜りました中部支部の諸先生方に厚く御
礼申し上げます．

図 2　AtNUDX6 による NADH代謝を介した全身獲得抵抗性
の制御
ROS，活性酸素種；ICS1，イソコリスミ酸合成酵素；
TRX，チオレドキシン

図 3　NAD（P）H のレドックス制御を介した生物的および非
生物的ストレス応答の統御
NMNH，還元型ニコチンアミドモノヌクレオチド ; ROS，
活性酸素種
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日本農芸化学会 
鈴　木　賞

日本農学会扱
	 No. 受賞年度  業績論文表題 氏名
 	 1	 	 昭和14年	（1939）	 海水の工業化学的新利用法	 鈴木　　寛
	 	 2	 	 昭和15年	（1940）	 アミノ酸カナバニンの研究	 北川松之助
	 	 3	 	 昭和16年	（1941）	 微生物によるフラビンの生成	 山崎　何恵
	 	 4	 	 昭和17年	（1942）	 軍食糧食に関する研究	 川島　四郎
	 	 5	 	 昭和18年	（1943）	 馬の骨軟症に関する研究	 宮本三七郎
	 	 6	 	 昭和19年	（1944）	 畜産物に関する理化学的研究	 斉藤　道雄
	 	 7	 	 昭和20年	（1945）	 東亜醗酵化学論考	 山崎　百治
	 	 8	 	 昭和21年	（1946）	 ビタミン L に関する研究	 中原　和郎
	 	 9	 	 昭和22年	（1947）	 麦角菌に関する研究	 阿部　又三
	 10	 	 昭和23年	（1948）	 醗酵の研究及び実施の応用	 松本　憲次
	 11	 	 昭和24年	（1949）	 酒類に関する研究およびその応用	 山田　正一
	 12	（イ）	 昭和24年	（1949）	 乳酸菌の醗酵化学的研究とその応用	 片桐　英郎
	 　	（ロ）	 	 	 	 北原　覚雄
	 13	 	 昭和25年	（1950）	 糸状菌の生産せる色素の化学的研究	 西川英次郎
	 14	（イ）	 昭和26年	（1951）	 合成清酒生産の工業化に関する研究	 加藤　正二
	 　	（ロ）	 	 	 	 鈴木　正策
	 　	（ハ）	 	 	 	 飯田　茂次
	 15	 	 昭和27年	（1952）	 抗生物質に関する研究	 住木　諭介
	 16	（イ）	 昭和28年	（1953）	 アミロ法の基礎的研究並にその工業化に関する研究	 武田　義人
	 　	（ロ）	 	 	 	 佐藤　喜吉

本　会　扱
	 No. 受賞年度  業績論文表題 氏名
 	 1	 	 昭和29年	（1954）	 アセトンブタノール醗酵に関する基礎的研究とその工業化	 六所　文三
	 	 2	 	 昭和30年	（1955）	 大豆より化学調味料を製造する研究とその工業化	 堀　　信一
	 	 3	 	 昭和31年	（1956）	 食糧化学に関する研究	 尾崎　準一
	 	 4	 	 昭和32年	（1957）	 甘蔗糖の製造に関する研究	 浜口栄次郎
	 	 5	 	 昭和33年	（1958）	 熱帯農産物の化学とその利用加工に関する研究	 山本　　亮
	 	 6	（イ）	 昭和34年	（1959）	 わが国の農薬の発達に対する化学技術的貢献	 尾上哲之助
	 　	（ロ）	 	 	 	 村川　重郎
	 　	（ハ）	 	 	 	 深見　利一
	 	 7	 	 昭和35年	（1960）	 牛乳及び乳製品に関する基礎的並びに実際的研究	 佐々木林治郎
	 	 8	 	 昭和36年	（1961）	 ビタミンの摂取と供給に関する基礎的並びに実際的研究	 有山　　恒
	 	 9	 	 昭和37年	（1962）	 食品に関する研究	 桜井　芳人
	 10	 	 昭和38年	（1963）	 澱粉食品に関する研究	 木原芳治郎
	 11	 	 昭和39年	（1964）	 竹その他草本性パルプに関する基礎的研究，産業への寄与	 大野　一月
	 12	 	 昭和40年	（1965）	 繊維原料の発酵精錬に関する基礎的研究とその工業化	 中浜　敏雄
	 13	 	 昭和41年	（1966）	 醗酵微生物の菌学的研究および応用	 住江　金之
	 14	 	 昭和42年	（1967）	 微生物の栄養生理ならびに生態に関する研究とその応用	 植村定治郎
	 15	 	 昭和43年	（1968）	 茶のフラポノイドおよびトロポノイド色素に関する研究	 滝野　慶則
	 16	 	 昭和43年	（1968）	 ブタノール菌およびそのファージに関する研究	 本江　元吉
	 17	 	 昭和44年	（1969）	 日本人の食物に関する栄養学的研究	 小柳　達男
	 18	 	 昭和44年	（1969）	 醗酵生産物の開発と工業化のための基礎的研究	 山田　浩一
	 19	 	 昭和45年	（1970）	 二，三の生物化学工業反応の基礎的研究とそれによる生物化学工学教育	 小林　達吉
	 20	 	 昭和45年	（1970）	 酵母の分類学に関する研究と微生物株保存事業の育成	 長谷川武治
	 21	 	 昭和46年	（1971）	 ムコ多糖類および核酸関連物質の高次構造と生化学的意義に関する研究	 小野寺幸之進
	 22	 	 昭和46年	（1971）	 麹菌の分類に関する研究と醸造学的知見	 村上　英也
	 23	 	 昭和47年	（1972）	 雑穀の化学とその利用開発に関する研究	 小原哲二郎
	 24	 	 昭和47年	（1972）	 アミノ酸およびタンパク質の生合成に関する研究	 志村　憲助
	 25	 	 昭和48年	（1973）	 糸状菌の代謝産物に関する研究	 初田　勇一
	 26	 	 昭和48年	（1973）	 農薬的生理活性天然物に関する研究	 宗像　　桂
	 27	 	 昭和49年	（1974）	 薄荷属植物およびその各種種間雑種の精油成分に関する研究	 清水　純夫
	 28	 	 昭和49年	（1974）	 微生物の生産するビタミン類に関する研究	 福井　三郎
	 29	 	 昭和50年	（1975）	 畜産物の成分とその利用に関する研究	 中西　武雄
	 30	 	 昭和50年	（1975）	 茶の香気に関する研究	 山西　　貞
	 31	 	 昭和51年	（1976）	 微生物の新しい機能の開発に関する研究	 有馬　　啓
	 32	 	 昭和51年	（1976）	 微生物による酵素生成とその制御に関する研究	 丸尾　文治
	 33	 	 昭和52年	（1977）	 食品に関連する有機化合物構造解析の基礎的研究	 辻村　克良
	 34	 	 昭和52年	（1977）	 植物酵素・蛋白質の構造と機能に関する研究	 森田　雄平
	 35	 	 昭和53年	（1978）	 火落菌発育因子Hiochic	Acid の発見および関連諸研究	 田村　学造
	 36	 	 昭和53年	（1978）	 生理活性天然物の合成に関する研究	 松井　正直
	 37	 	 昭和54年	（1979）	 特異な微生物の能力とその開発	 原田　篤也
	 38	 	 昭和54年	（1979）	 抗生物質の農業利用―基礎と応用研究	 米原　　弘
	 39	 	 昭和55年	（1980）	 微生物遺伝・育種の基礎的研究	 池田庸之助
	 40	 	 昭和55年	（1980）	 蛋白質・酵素の機能特性の解析と応用に関する研究	 千葉　英雄
	 41	 	 昭和56年	（1981）	 ヌクレアーゼ S1 の発見と核酸分解酵素の研究	 安藤　忠彦
	 42	 	 昭和56年	（1981）	 微生物の生産する酵素および生理活性物質に関する研究	 村尾　澤夫
	 43	 	 昭和57年	（1982）	 微生物細胞系の物理化学的研究	 古賀　正三
	 44	 	 昭和57年	（1982）	 細菌の生理化学的研究	 高橋　　甫
	 45	 	 昭和58年	（1983）	 微生物による高分子物質の分解と生産に関する研究	 上田誠之助
	 46	 	 昭和58年	（1983）	 有用微生物の分子育種の基礎的研究	 齋藤　日向
	 47	 	 昭和59年	（1984）	 オリゴ糖および多糖の生化学的研究	 松田　和雄
	 48	 	 昭和59年	（1984）	 細菌細胞の複製とその阻害に関する研究―双頭酵素の発見と β–ラクタム系抗生物質の作用機作	 松橋　通生
	 49	 	 昭和60年	（1985）	 微生物の有用機能の開発ならびに異種微生物の関連による転換発酵に関する研究	 高尾　彰一
	 50	 	 昭和60年	（1985）	 食品成分間反応に関する研究	 並木　満夫
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 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
 	 1　　	 昭和61年	（1986）	 微生物機能の解析と応用に関する研究	 別府　輝彦	 東大農
	 	 2　　	 昭和61年	（1986）	 微物酵素の機能開発の新展開	 山田　秀明	 京大農
	 	 3　　	 昭和62年	（1987）	 蛋白質高生産菌の発見と応用に関する研究	 鵜高　重三	 名大農
	 	 4　　	 昭和62年	（1987）	 植物培養細胞の機能分化と物質生産に関する基盤的研究	 山田　康之	 京大農
	 	 5　　	 昭和63年	（1988）	 昆虫脳神経ペプチドに関する生物有機化学的研究	 鈴木　昭憲	 東大農
	 	 6　　	 昭和63年	（1988）	 細菌細胞表層に関する研究	 水島　昭二	 東大応微研・名大農
	 	 7　　	 平成元年	（1989）	 好アルカリ性微生物とアルカリ酵素の研究	 掘越　弘毅	 東工大工
	 	 8　　	 平成元年	（1989）	 微生物生活環制御物質に関する生物有機化学的研究	 丸茂　晋吾	 名大農
	 	 9　　	 平成2年	 （1990）	 細胞増殖・分化の制御に関与する天然生理活性物質の有機化学的研究	 小清水弘一	 京大農
	 10　　	 平成2年	 （1990）	 酵母菌の性分化シグナルに関する研究	 福井　作蔵	 福山大工
	 11　　	 平成3年	 （1991）	 植物細胞オルガネラの動的性状の生化学的・分子生物学的研究	 旭　　　正	 名大農
	 12　　	 平成3年	 （1991）	 遺伝子の高次構造と機能発現に関する分子生物学的研究	 駒野　　徹	 京大農
	 13　　	 平成4年	 （1992）	 アミノ酸代謝関連酵素の新しい機能と応用面の開発	 左右田健次	 京大化研
	 14　　	 平成4年	 （1992）	 海洋生物毒の化学および動態に関する研究	 安元　　健	 東北大農
	 15　　	 平成5年	 （1993）	 葉緑体での活性酸素の生成と消去の分子機構	 浅田　浩二	 京大食研
	 16　　	 平成5年	 （1993）	 生体膜リン脂質の多機能性に関する生化学的研究	 鬼頭　　誠	 京大食研
	 17　　	 平成6年	 （1994）	 食品の多用な機能の解析と設計に関する酵素学的・分子生物学的研究	 荒井　綜一	 東大農
	 18　　	 平成6年	 （1994）	 細菌胞子の発芽と形成に関する分子生物学的研究	 小林　泰夫	 東農工大農
	 19　　	 平成7年	 （1995）	 ゼニゴケ葉緑体およびミトコンドリアゲノムの全構造の解明	 大山　莞爾	 京大農
	 20　　	 平成7年	 （1995）	 複合糖質に関する合成研究	 小川　智也	 東大院農・理研
	 21　　	 平成8年	 （1996）	 アブラナ科植物の自家不和合性に関する生物有機化学的及び分子生物学研究	 磯貝　　彰	 奈良先端大
	 22　　	 平成8年	 （1996）	 合成化学を機軸とした生理活性天然物研究と新展開	 市原　耿民	 北大農
	 23　　	 平成9年	 （1997）	 酵母細胞の分子育種に関する遺伝生化学的研究	 木村　　光	 京大食研
	 24　　	 平成9年	 （1997）	 C-P結合形成の分子機構の解明―生物有機化学と分子生物学の接点	 瀬戸　治男	 東大分生研
	 25　　	 平成10年	（1998）	 分子遺伝学的手法にもとづく生物生産の増強に関する基盤研究	 魚住　武司	 東大院農生科
	 26　　	 平成10年	（1998）	 赤血球造血因子（エリスロポエチン）の新しい生理作用の発見と生合成の調節機構	 佐々木隆造	 京大院農
	 		 	 	 に関する研究
	 27　　	 平成11年	（1999）	 黄色ブドウ球菌の細胞崩壊毒素の遺伝子，構造及び作用機構の解明	 神尾　好是	 東北大農
	 28　　	 平成11年	（1999）	 微生物遺伝子の発現制御に関する基礎および応用研究	 塚越　規弘	 名大院生農
	 29　　	 平成12年	（2000）	 生物の信号伝達に関する生物有機化学的研究	 磯部　　稔	 名大院生農
	 30　　	 平成12年	（2000）	 食品アレルギーの誘導・抑制に関与する腸管免疫の特性に関する研究	 上野川修一	 東大院農生科
	 31　　	 平成13年	（2001）	 微生物機能タンパク質の分子細胞学的研究	 熊谷　英彦	 京大院生科
	 32　　	 平成13年	（2001）	 光に応答する植物遺伝子に関する応用分子生物学的研究	 佐々木幸子	 名大院生農
	 33　　	 平成14年	（2002）	 酸化ストレス制御を中心とする食品機能因子の化学と作用機構に関する研究	 大澤　俊彦	 名大院生農
	 34　　	 平成14年	（2002）	 生理活性シアロ糖鎖の構造と機能に関する化学生物学的研究	 木曽　　真	 岐阜大農
	 35　　	 平成15年	（2003）	 ペプチド性新植物細胞増殖因子ファイトスルフォカインに関する研究	 坂神　洋次	 名大院生農
	 36　　	 平成15年	（2003）	 有用物質生産のための微生物プロセスの開発に関する基盤的研究	 清水　　昌	 京大院農
	 37　　	 平成16年	（2004）	 微生物の新規窒素代謝の発見とその解明	 祥雲　弘文	 東大院農生科
	 38　　	 平成16年	（2004）	 His-Asp	リン酸リレー情報伝達機構の普遍性と多様性の体系的理解	 水野　　猛	 名大院生農
	 39　　	 平成17年	（2005）	 微生物二次代謝の動的精密分子解析と新機能酵素の開拓	 柿沼　勝己	 東工大院理工
	 40　　	 平成17年	（2005）	 酵母Ca2＋シグナルの機能に関する分子生物学的研究	 宮川　都吉	 広島大院先端物質
	 41　　	 平成18年	（2006）	 細菌における蛋白質局在化機構の研究	 徳田　　元	 東大分生研
	 42　　	 平成18年	（2006）	 放線菌の二次代謝、形態分化の制御機構の解明	 堀之内末治	 東大院農生科
	 43　　	 平成19年	（2007）	 味覚に関する分子生物学的・食品科学的研究	 阿部　啓子	 東大院農生科
	 44　　	 平成19年	（2007）	 微生物「超チャネル」に関する分子生物学的・構造生物学的研究	 村田　幸作	 京大院農
	 45　　	 平成20年	（2008）	 新しい酵素機能の開拓と産業利用に関する研究	 浅野　泰久	 富山県大工
	 46　　	 平成20年	（2008）	 産業利用を目指したタンパク質構造解析	 田之倉　優	 東大院農生科
	 47　　	 平成21年	（2009）	 微生物二次代謝産物に関するケミカルバイオロジー	 長田　裕之	 理研
	 48　　	 平成21年	（2009）	 ガ類性フェロモン産生の分子機構に関する生物有機化学的研究	 松本　正吾	 理研
	 49　　	 平成22年	（2010）	 ヒト ABC タンパク質の生理的役割と分子メカニズムの解明	 植田　和光	 京大院農
	 50　　	 平成22年	（2010）	 脂溶性ビタミン類の作用機構に関する研究	 加藤　茂明	 東大分生研
	 51　　	 平成23年	（2011）	 特性を持つ高等植物培養細胞を用いた機能の解析と再構築	 佐藤　文彦	 京大院生命
	 52　　	 平成23年	（2011）	 分子遺伝学を基盤とした天然生理活性物質の化学生物学的研究	 吉田　　稔	 理研基幹研
	 53　　	 平成24年	（2012）	 糖タンパク質の機能解析をめざす複合科学的研究	 伊藤　幸成	 理研基幹研
	 54　　	 平成24年	（2012）	 蛋白質の合成・成熟・品質管理を基盤とした分子生物学・細胞工学的研究	 河野　憲二	 奈良先端大バイオ
	 55　　	 平成25年	（2013）	 光合成生物の環境ストレス応答・耐性の分子機構に関する研究	 重岡　　成	 近畿大農
	 56　　	 平成25年	（2013）	 油脂の嗜好性に関する栄養生理学的研究	 伏木　　亨	 京大院農

日本農芸化学会功績賞

 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
 	 1　　	 昭和61年	（1986）	 微生物資源の分類と菌株保存	 飯塚　　廣	 東京理大
	 	 2　　	 昭和61年	（1986）	 乳及び卵蛋白質の構造と機能に関する生化学的ならびに物理化学的研究	 山内　邦男	 東大農
	 	 3　　	 昭和62年	（1987）	 抗生物質研究における生物有機化学的展開	 大岳　　望	 東大応微研
	 	 4　　	 昭和62年	（1987）	 デンプン科学における物理化学的手法の展開	 小野宗三郎	 前阪府大
	 	 5　　	 昭和63年	（1988）	 酢酸菌の生化学的研究	 飴山　　實	 山口大農
	 	 6　　	 昭和63年	（1988）	 微生物の化学分類に関する研究	 駒形　和男	 東大応微研
	 	 7　　	 平成元年	（1989）	 ユーグレナの細胞機能の解析と新規資源生物としての利用	 北岡正三郎	 阪府大農
	 	 8　　	 平成元年	（1989）	 生理活性物質の構造活性相関と分子設計に関する研究	 藤田　稔夫	 京大農
	 	 9　　	 平成2年	 （1990）	 微生物の好気条件における応答機能の解明と分子育種に関する研究	 矢野　圭司	 東大農
	 10　　	 平成2年	 （1990）	 生体異物による代謝変動と制御に関する栄養学的研究	 吉田　　昭	 名大農
	 11　　	 平成3年	 （1991）	 生物活性物質を生産する微生物とその応用に関する研究	 岡見　吉郎	 微化研
	 12　　	 平成3年	 （1991）	 食品・生体系におけるアミノカルボニル反応に関する研究	 加藤　博通	 東大農
	 13　　	 平成4年	 （1992）	 酵素反応の速度論的解析の展開	 廣海啓太郎	 福山大工
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 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
	 14　　	 平成4年	 （1992）	 植物起源の生理活性蛋白質の構造と機能に関する研究	 船津　軍喜	 九大農
	 15　　	 平成5年	 （1993）	 抗菌性物質の生産，作用，耐性に関する研究	 伊崎　和夫	 東北大農
	 16　　	 平成5年	 （1993）	 微生物プロテアーゼに関する研究―構造・活性相関―	 鶴　　大典	 長崎大薬
	 17　　	 平成6年	 （1994）	 健康・栄養に関与する細胞機能の生化学的研究	 杉本　悦郎	 京大農
	 18　　	 平成6年	 （1994）	 食品の物性，加工操作，フラクタル構造等に関する基礎工学的研究	 矢野　俊正	 横浜国大工
	 19　　	 平成7年	 （1995）	 糖鎖生物機能の分子的解析と生命科学への応用	 長谷川　明	 岐阜大農
	 20　　	 平成7年	 （1995）	 生物間相互作用に関わる植物二次代謝産物の化学的研究	 水谷　純也	 北大農
	 21　　	 平成8年	 （1996）	 生体触媒の機能解析と応用に関する研究	 小田　順一	 京大化研
	 22　　	 平成8年	 （1996）	 微生物機能の資源・環境問題への利用に関する基礎的研究	 児玉　　徹	 東大院農生科
	 23　　	 平成9年	 （1997）	 産業酵素の機能開発に関する分子論的研究と応用	 一島　英治	 東北大農
	 24　　	 平成9年	 （1997）	 コレステロール並びに脂肪酸代謝の制御に関する食品栄養学的研究	 菅野　道廣	 九大農
	 25　　	 平成10年	（1998）	 動物の遺伝子，クロマチン，染色体の分子細胞生物学的研究	 水野　重樹	 東北大農
	 26　　	 平成10年	（1998）	 生理活性タンパク質の構造と機能に関する研究	 山﨑　信行	 九大農
	 27　　	 平成11年	（1999）	 グリコシダーゼの分子機構に関する研究	 千葉　誠哉	 北大農
	 28　　	 平成11年	（1999）	 X線結晶解析とタンパク質工学による酵素の構造と機能に関する研究	 松澤　　洋	 東大院農生科
	 29　　	 平成12年	（2000）	 生理活性物質を用いた免疫系および骨代謝系細胞の分化と機能発現機構の解明	 永井　和夫	 東工大生命理工
	 30　　	 平成12年	（2000）	 枯草菌における有用菌体外酵素の生産制御・分泌経路およびゲノムの解析と応用	 山根　國男	 筑波大生科
	 31　　	 平成13年	（2001）	 新規微生物現象の解明と応用に関する研究	 緒方　靖哉	 九大院農
	 32　　	 平成13年	（2001）	 複合ゲノム系における基本遺伝システムの解析	 高橋　秀夫	 東大分生研
	 33　　	 平成14年	（2002）	 海産無脊椎動物の初期発生に関する化学生物学的研究	 池上　　晋	 広島大生物生産
	 34　　	 平成14年	（2002）	 生理活性物質の探索とその利用	 冨田　房男	 北大院農
	 35　　	 平成15年	（2003）	 有用微生物酵素に関する基礎と応用	 荒井　基夫	 阪府大院農生
	 36　　	 平成15年	（2003）	 糖蛋白質の合成及び細胞内輸送の阻害剤の発見と作用機構の研究	 高月　　昭	 理研
	 37　　	 平成16年	（2004）	 微生物の新規な代謝機能の解明とその応用に関する研究	 加藤　暢夫	 京大院農
	 38　　	 平成16年	（2004）	 古細菌新規エーテル型リン脂質に関する進化的，分類学的，生態学的研究	 古賀　洋介	 産医大医
	 39　　	 平成17年	（2005）	 微生物の形態分化・二次代謝の遺伝生理学的解析と応用研究	 越智　幸三	 食総研
	 40　　	 平成17年	（2005）	 環境分野における微生物の新規な代謝機能の開発と分子基盤	 古川　謙介	 九大院農
	 41　　	 平成18年	（2006）	 フラボノイドの生態生物化学に関する研究	 田原　哲士	 北大院農
	 42　　	 平成18年	（2006）	 ジベレリンの生理作用の多様性解明に関する研究	 山口五十麿	 東大院農生科
	 43　　	 平成19年	（2007）	 酵母の糖鎖生物学および糖鎖工学に関する研究	 地神　芳文	 産総研
	 44　　	 平成19年	（2007）	 枯草菌代謝ネットワークのカタボライト制御の分子機作	 藤田泰太郎	 福山大生命工
	 45　　	 平成20年	（2008）	 微生物による合成高分子の分解・代謝に関する生化学的・分子生物学的研究	 河合富佐子	 岡山大資生研
	 46　　	 平成20年	（2008）	 食品機能分子と腸管系の相互作用の解析	 清水　　誠	 東大院農生科
	 47　　	 平成21年	（2009）	 枯草菌の遺伝・育種に関する先導的研究	 河村富士夫	 立教大理
	 48　　	 平成21年	（2009）	 菌類の生理活性二次代謝産物に関する生物有機化学的研究	 佐々　武史	 山形大名誉教授
	 49		 平成22年	（2010）	 食品成分に関する脂質栄養学的研究	 今泉　勝己	 九大院農
	 50　　	 平成22年	（2010）	 好熱菌由来の極限酵素の機能開発	 大島　敏久	 九大院農
	 51　　	 平成23年	（2011）	 麹菌の細胞生物学的解析と応用に関する研究	 北本勝ひこ	 東大院農生科
	 52　　	 平成23年	（2011）	 微生物によるヘテロオリゴ糖代謝の分子細胞学的解析と複合糖質工学の新展開	 山本　憲二	 石川県大資源研
	 53　　	 平成24年	（2012）	 植物に含まれる生理活性物質の化学と生理機能に関する研究	 山根　久和	 東大生物工学セ
	 54　　	 平成24年	（2012）	 有用微生物の細胞機能に関する分子遺伝生化学的研究	 依田　幸司	 東大院農生科
	 55　　	 平成25年	（2013）	 バイオインフォマティックスによる生物機能開発	 久原　　哲	 九大院農
	 56　　	 平成25年	（2013）	 昆虫生理活性物質の化学生態学的研究	 西田　律夫	 京大院農

農芸化学技術賞

 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
  1	（イ）	 昭和43年	（1968）	 清酒製造法の機械化	 安藤　智雄	 大蔵酒造
	 	（ロ）	 	 	 	 栗山　一秀	 大蔵酒造
	 	（ハ）	 	 	 	 今安　　聰	 大蔵酒造
	 	 2	（イ）	 昭和43年	（1968）	 新型屋外醗酵貯蔵タンクの開発と実用化	 高柳　　正	 朝日麦酒
	 	（ロ）	 	 	 	 原田　恒夫	 朝日麦酒
	 	 3	（イ）	 昭和44年	（1969）	 イミドメチル菊酸エステルの創製に関する研究	 加藤　武明	 住友化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 植田　賢三	 住友化学工業
	 	 4	（イ）	 昭和44年	（1969）	 黒麹菌の耐酸性プロテアーゼの研究並びにその工業化	 吉田　文彦	 キッコーマン醤油
	 	（ロ）	 	 	 	 一島　英治	 キッコーマン醤油
	 	 5	（イ）	 昭和45年	（1970）	 洗剤配合用アルカリ・プロテアーゼの研究ならびに工業生産	 草井　　清	 長瀬産業
	 	（ロ）	 	 	 	 小巻　利章	 長瀬産業
	 	 6　　	 昭和45年	（1970）	 デキストランの工業的製造法の確立	 篠田　　晃	 名糖産業
	 	 7　　	 昭和46年	（1971）	 発酵工程の自動化についての貢献	 七字　三郎	 微工研
	 	 8	（イ）	 昭和46年	（1971）	 注射用無水結晶ブドウ糖（α-d-型および β-d-型）	 山下　一男	 東海産業
	 	（ロ）	 	 	 	 服部　圭助	 東海産業
	 	（ハ）	 	 	 	 伊藤　芳直	 東海産業
	 	 9　　	 昭和47年	（1972）	 活性スラッジ法による産業排水の処理	 小野　英男	 住友重機械工業
	 10　　	 昭和48年	（1973）	 コラーゲンの新しい応用	 宮田　暉夫	 日本皮革
	 11	（イ）	 昭和49年	（1974）	 清酒泡なし酵母の造成およびその実用化	 大内　弘造	 醸試
	 	（ロ）	 	 	 	 布川弥太郎	 醸試
	 	（ハ）	 	 	 	 熊谷知栄子	 醸試
	 	（ニ）	 	 	 	 秋山　裕一	 国税庁鑑定企画
	 12	（イ）	 昭和49年	（1974）	 甜菜糖製造におけるメリピアーゼ応用新技術の開発とその工業化	 鈴木　英雄	 微工研
	 	（ロ）	 	 	 	 上林　　明	 微工研
	 	（ハ）	 	 	 	 小原　潤一	 北海道糖業
	 13　　	 昭和50年	（1975）	 ジベレリンを利用する無発芽麦芽製造法の開発	 田原　早苗	 朝日麦酒
	 14	（イ）	 昭和51年	（1976）	 発酵排液を活用した有機入り化成肥料の製造法	 河盛　好昭	 協和発酵工業
	 	（ロ）	 	 	 	 平野　欣也	 協和発酵工業
	 15	（イ）	 昭和51年	（1976）	 微生物加水分解酵素の応用開発	 辻阪　好夫	 阪市工研
	 	（ロ）	 	 	 	 岡田　茂孝	 阪市工研
	 16　　	 昭和52年	（1977）	 配合飼料生産技術の改良	 麻生　和衛	 日本農産工業
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No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
	 17	（イ）	 昭和52年	（1977）	 ポリビニルアルコールの微生物分解とその含有排水処理への応用	 鈴木　智雄	 微工研
	 	（ロ）	 	 	 	 太宰　宙朗	 微工研
	 	（ハ）	 	 	 	 福永　和二	 クラレ
	 18　　	 昭和53年	（1978）	 高強度コンクリート用高性能減水剤の研究開発	 服部　健一	 花王石鹸
	 19	（イ）	 昭和53年	（1978）	 醸造酢の新生産技術と利用法の開発	 正井　博之	 中埜酢店
	 	（ロ）	 	 	 	 川村　吉也	 中埜酢店
	 	（ハ）	 	 	 	 山田　弘毅	 中埜酢店
	 20　　	 昭和54年	（1979）	 ビール製造技術に関する化学的並びに微生物学的研究	 天羽　幹夫	 朝日麦酒
	 21	（イ）	 昭和55年	（1980）	 酵素法による l-リジン製造法の開発	 福村　　隆	 阪市大理
	 	（ロ）	 	 	 	 加藤　嵩一	 東レ
	 22	（イ）	 昭和55年	（1980）	 サリノマイシンの発見と発酵生産技術の開発	 宮崎　幸雄	 科研化学
	 	（ロ）	 	 	 	 原　　正幸	 科研化学
	 23	（イ）	 昭和56年	（1981）	 新ステロイド醗酵の開発	 今田　幸男	 三菱化成
	 	（ロ）	 	 	 	 石川　八郎	 三菱化成
	 	（ハ）	 	 	 	 西川大吉郎	 三菱化成
	 24　　	 昭和56年	（1981）	 酵母を用いる食品工業排水新処理法の開発	 吉沢　　淑	 醸試
	 25	（イ）	 昭和57年	（1982）	 セラチオペプチダーゼの工業生産とその医薬への利用	 友田　勝巳	 武田薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 宮田　孝一	 武田薬品工業
	 	（ハ）	 	 	 	 磯野　正雄	 元武田薬品工業
	 	（ニ）	 	 	 	 大村栄之助	 武田薬品工業
	 26	（イ）	 昭和58年	（1983）	 3-フェノキシベンジル系合成ピレスロイドの発明・開発	 板谷　信重	 住友化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 松尾　憲忠	 住友化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 奥野　吉俊	 住友化学工業
	 	（ニ）	 	 	 	 吉岡　宏輔	 住友化学工業
	 27	（イ）	 昭和58年	（1983）	 有用キラーワイン酵母によるワイン純粋醸造法の開発と産膜病の防止	 原　　昌道	 醸試
	 	（ロ）	 	 	 	 飯村　　穣	 醸試
	 	（ハ）	 	 	 	 大塚　謙一	 元醸試
	 28	（イ）	 昭和59年	（1984）	 穀類原料の無蒸煮アルコール醗酵技術の開発	 松元　信也	 サントリー
	 	（ロ）	 	 	 	 吉栖　　肇	 サントリー
	 	（ハ）	 	 	 	 宮田　　進	 サントリー
	 	（ニ）	 	 	 	 井上　　繁	 サントリー
	 29	（イ）	 昭和59年	（1984）	 微生物によるリパーゼの工業生産とその利用	 町田　晴夫	 名糖産業
	 	（ロ）	 	 	 	 東　　俊彦	 名糖産業
	 	（ハ）	 	 	 	 国生　純孝	 名糖産業
	 30	（イ）	 昭和60年	（1985）	 l-システインの新製造法の開発と工業化	 佐野孝之輔	 味の素
	 	（ロ）	 	 	 	 山本　　泰	 味の素
	 	（ハ）	 	 	 	 楠本　勇夫	 味の素
	 	（ニ）	 	 	 	 横関　健三	 味の素
	 31	（イ）	 昭和61年	（1986）	 植物細胞培養によるシコニン系化合物の生産	 藤田　泰宏	 三井石油化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 菅　　忠三	 三井石油化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 原　　康弘	 三井石油化学工業
	 	（ニ）	 	 	 	 松原　浩一	 三井石油化学工業
	 32	（イ）	 昭和61年	（1986）	 酵素法によるヒト・インシュリンの半合成	 森原　和之	 東宝薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 岡　　　達	 塩野義製薬
	 	（ハ）	 	 	 	 続木　博茂	 塩野義製薬
	 33	（イ）	 昭和62年	（1987）	 ライトビールの創成～香味品質の設計技法の開発と応用	 木村　良臣	 キリンビール
	 	（ロ）	 	 	 	 橋本　直樹	 キリンビール
	 	（ハ）	 	 	 	 長島　義明	 キリンビール
	 	（ニ）	 	 	 	 吉岡　和夫	 キリンビール
	 34	（イ）	 昭和62年	（1987）	 フラクトオリゴ糖の工業生産とその利用開発	 日高　秀昌	 明治製菓
	 	（ロ）	 	 	 	 栄田　利章	 明治製菓
	 	（ハ）	 	 	 	 足立　　尭	 明治製菓
	 	（ニ）	 	 	 	 齋藤　安弘	 明治製菓
	 35	（イ）	 昭和63年	（1988）	 微生物によるアクリルアミド製造法の開発と工業化	 中井　公忠	 日東化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 渡辺　一郎	 日東化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 佐藤　好昭	 日東化学工業
	 	（ニ）	 	 	 	 榎本　兼彦	 三菱レイヨン
	 36	（イ）	 昭和63年	（1988）	 家畜用抗生物質チオペプチン・ピコザマイシンの発見と開発	 三好　歳雄	 藤沢薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 青木　初夫	 藤沢薬品工業
	 	（ハ）	 	 	 	 向阪　正信	 藤沢薬品工業
	 	（ニ）	 	 	 	 許斐　聡雄	 藤沢薬品工業
	 37	（イ）	 平成元年	（1989）	 酵素法による 7-アミノセファロスポラン酸	（7ACA）	製造技術の研究	 都築　勝昭	 旭化成工業
	 	（ロ）	 	 	 	 渋谷　友三	 東洋醸造
	 	（ハ）	 	 	 	 小松　謙一	 旭化成工業
	 	（ニ）	 	 	 	 市川　茂彰	 旭化成工業
	 38	（イ）	 平成元年	（1989）	 アミノ配糖体抗生物質アストロミシンの開発	 奈良　　高	 協和発酵工業
	 	（ロ）	 	 	 	 岡地　　諒	 協和発酵工業
	 	（ハ）	 	 	 	 手柴　貞夫	 協和発酵工業
	 	（ニ）	 	 	 	 倉都　祥行	 協和発酵工業
	 39	（イ）	 平成2年	 （1990）	 シアル酸及び関連酵素の発酵生産と臨床検査薬の開発	 塚田　陽二	 マルキン醤油
	 	（ロ）	 	 	 	 太田　泰弘	 マルキン醤油
	 	（ハ）	 	 	 	 杉森　恒武	 マルキン醤油
	 40	（イ）	 平成2年	 （1990）	 洗剤用アルカリセルラーゼの開発	 伊藤　　進	 花王
	 	（ロ）	 	 	 	 川合　修次	 花王
	 	（ハ）	 	 	 	 岡本暉公彦	 花王
	 41	（イ）	 平成3年	 （1991）	 圧力をプロセスに用いる果実加工食品の開発	 堀江　　雄	 明治屋
	 	（ロ）	 	 	 	 木村　邦男	 明治屋
	 	（ハ）	 	 	 	 堀　　恵一	 三菱重工業
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	 42	（イ）	 平成3年	 （1991）	 工業生産用ファージベクターの開発とそれによる診断用酵素の生産	 中野　衛一	 キッコーマン
	 	（ロ）	 	 	 	 小山　泰二	 キッコーマン
	 	（ハ）	 	 	 	 鈴木　　勝	 キッコーマン
	 	（ニ）	 	 	 	 増田　　力	 野田産研
	 43	（イ）	 平成4年	 （1992）	 性フェロモンによる害虫防除	 小川　欽也	 信越化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 山本　　昭	 信越化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 手塚　晴也	 信越化学工業
	 	（ニ）	 	 	 	 福本　毅彦	 信越化学工業
	 44	（イ）	 平成4年	 （1992）	 実用的な ATP再生系の構築とヌクレオチド類生産への応用	 藤尾　達郎	 協和発酵工業
	 	（ロ）	 	 	 	 丸山　明彦	 協和発酵工業
	 	（ハ）	 	 	 	 杉山　喜好	 協和発酵工業
	 	（ニ）	 	 	 	 古屋　　晃	 協和発酵工業
	 45	（イ）	 平成5年	 （1993）	 アサヒスーパードライの開発	 薄葉　　久	 アサヒビール
	 	（ロ）	 	 	 	 中川　正人	 アサヒビール
	 	（ハ）	 	 	 	 江藤　正和	 アサヒビール
	 46	（イ）	 平成5年	 （1993）	 家庭・防疫用ピレスロイド―エトックⓇ―の開発	 梅村　武明	 住友化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 広原日出男	 住友化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 矢野　俊彦	 住友化学工業
	 47	（イ）	 平成6年	 （1994）	 フェロモンを利用したトラップの開発	 小野　幹夫	 富士フレーバー
	 	（ロ）	 	 	 	 森　　正隆	 日本たばこ産業
	 	（ハ）	 	 	 	 Leal,	Walter	Soares	 蚕糸・昆虫農技研
	 48	（イ）	 平成6年	 （1994）	 鶏卵抗体の大量生産および産業利用技術の開発	 八田　　一	 太陽化学
	 	（ロ）	 	 	 	 赤地　重光	 太陽化学
	 	（ハ）	 	 	 	 金　　武 	 太陽化学
	 49	（イ）	 平成7年	 （1995）	 免疫抑制剤FK506（タクロリムス）の発見と開発	 木野　　亨	 藤沢薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 後藤　俊男	 藤沢薬品工業
	 	（ハ）	 	 	 	 細田　純而	 藤沢薬品工業
	 	（ニ）	 	 	 	 奥原　正国	 藤沢薬品工業
	 50	（イ）	 平成7年	 （1995）	 トランスグルタミナーゼの有用性研究とその実用化	 本木　正雄	 味の素
	 	（ロ）	 	 	 	 添田　孝彦	 味の素
	 	（ハ）	 	 	 	 安藤　裕康	 天野製薬
	 	（ニ）	 	 	 	 松浦　　明	 天野製薬
	 51	（イ）	 平成8年	 （1996）	 タンパク質誘導体新薬「ノイアップ」の開発	 伊藤　菁莪	 協和発酵工業
	 	（ロ）	 	 	 	 久我　哲郎	 協和発酵工業
	 	（ハ）	 	 	 	 岡部　正実	 協和発酵工業
	 	（ニ）	 	 	 	 横尾　義春	 協和発酵工業
	 52	（イ）	 平成8年	 （1996）	 遺伝子組換え法による pre-S2含有B型肝炎ワクチン製造法の開発	 藤沢　幸夫	 武田薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 黒田　俊一	 神戸大バイオ研
	 	（ハ）	 	 	 	 小林　　真	 武田薬品工業
	 	（ニ）	 	 	 	 垣沼　淳司	 名大農
	 53	（イ）	 平成9年	 （1997）	 耐熱性酵素の工業的生産と利用	 中島　　宏	 ユニチカ
	 	（ロ）	 	 	 	 永田　和彦	 ユニチカ
	 	（ハ）	 	 	 	 影山　雅夫	 ユニチカ
	 	（ニ）	 	 	 	 近藤　仁司	 ユニチカ
	 54	（イ）	 平成9年	 （1997）	 Coryneform	bacteria	MJ-233株の分子育種法の確立とその菌学的特徴を利用した新規	 湯川　英明	 三菱化学
	 	（ロ）	 	 	 バイオプロセスの開発	 寺沢　真人	 三菱化学
	 	（ハ）	 	 	 	 小林　　幹	 三菱化学
	 	（ニ）	 	 	 	 内田　康一	 三菱化学
	 55	（イ）	 平成10年	（1998）	 新規酵素による澱粉からのトレハロース製造法の開発	 杉本　利行	 林原
	 	（ロ）	 	 	 	 久保田倫夫	 林原生物化学研究所
	 	（ハ）	 	 	 	 仲田　哲也	 林原生物化学研究所
	 	（ニ）	 	 	 	 津崎　桂二	 林原生物化学研究所
	 56	（イ）	 平成10年	（1998）	 バクテリアセルロースの生産，物性の特徴とその利用	 山中　　茂	 味の素
	 	（ロ）	 	 	 	 渡部乙比古	 味の素
	 	（ハ）	 	 	 	 井口　正俊	 物質工学研
	 	（ニ）	 	 	 	 西　　美緒	 ソニー
	 57	（イ）	 平成11年	（1999）	 プロアントシアニジンの機能性解明と開発	 有賀　敏明	 キッコーマン
	 	（ロ）	 	 	 	 細山　　浩	 キッコーマン
	 	（ハ）	 	 	 	 徳武　昌一	 キッコーマン
	 	（ニ）	 	 	 	 山越　　純	 キッコーマン
	 58	（イ）	 平成11年	（1999）	 Bacillus brevis による上皮細胞増殖因子の工業的製造法の確立	 高木　広明	 ヒゲタ醤油
	 	（ロ）	 	 	 	 東條　　敬	 ヒゲタ醤油
	 	（ハ）	 	 	 	 恵比須省吾	 ヒゲタ醤油
	 	（ニ）	 	 	 	 宮内　　明	 ヒゲタ醤油
	 59	（イ）	 平成12年	（2000）	 抗酸化製造法の展開―ビール品質劣化の理論的解明からその応用まで―	 山岸　信久	 サッポロビール
	 	（ロ）	 	 	 	 篠塚　　健	 サッポロビール
	 	（ハ）	 	 	 	 高塩　仁愛	 サッポロビール
	 	（ニ）	 	 	 	 金田　弘挙	 サッポロビール
	 60	（イ）	 平成12年	（2000）	 d-アミノ酸生産用バイオリアクターの開発	 高橋　里美	 鐘淵化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 池中　康裕	 鐘淵化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 難波　弘憲	 鐘淵化学工業
	 	（ニ）	 	 	 	 矢島　麗嘉	 鐘淵化学工業
	 61	（イ）	 平成13年	（2001）	 クレアチニン分解酵素群の開発および改良―クレアチニン測定検査薬の高性能化を	 西矢　芳昭	 東洋紡績
	 	（ロ）	 	 	 目指して―	 山本　和巳	 東洋紡績
	 	（ハ）	 	 	 	 川村　良久	 東洋紡績
	 	（ニ）	 	 	 	 愛水　重典	 東洋紡績
	 62	（イ）	 平成14年	（2002）	 花色デザイン技術と花卉新品種の開発	 久住　高章	 サントリー
	 	（ロ）	 	 	 	 田中　良和	 サントリー
	 	（ハ）	 	 	 	 鈴木　賢一	 サントリー
	 	（ニ）	 	 	 	 勝元　幸久	 サントリー
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	 63	（イ）	 平成14年	（2002）	 新規機能性を付加した加工米の開発研究	 森山　信雄	 アルファー食品
	 	（ロ）	 	 	 	 篠崎　　隆	 アルファー食品
	 	（ハ）	 	 	 	 金山　　功	 アルファー食品
	 	（ニ）	 	 	 	 矢冨　伸治	 アルファー食品
	 64	（イ）	 平成15年	（2003）	 新規昆虫成長制御剤ピリプロキシフェンの開発	 波多腰　信	 住友化学工業
	 	（ロ）	 	 	 	 西田寿美雄	 住友化学工業
	 	（ハ）	 	 	 	 岸田　　博	 シンク・ケミカル
	 	（ニ）	 	 	 	 大内　　晴	 イージーエス
	 65	（イ）	 平成15年	（2003）	 Helicobacter pylori抑制効果に優れたプロバイオティクスヨーグルトの開発	 古賀　泰裕	 東海大医
	 	（ロ）	 	 	 	 木村　勝紀	 明治乳業
	 	（ハ）	 	 	 	 福井　宗徳	 明治乳業
	 	（ニ）	 	 	 	 新井　秀武	 明治乳業
	 66	（イ）	 平成16年	（2004）	 ホタルルシフェラーゼの応用開発	 村上　成治	 キッコーマン
	 	（ロ）	 	 	 	 辰巳　宏樹	 キッコーマン
	 	（ハ）	 	 	 	 梶山　直樹	 キッコーマン
	 	（ニ）	 	 	 	 榊原　達哉	 キッコーマン
	 67	（イ）	 平成16年	（2004）	 抗真菌剤Micafungin	（FK463）	の発見と開発	 橋本　正治	 藤沢薬品工業
	 	（ロ）	 	 	 	 岩元　俊朗	 藤沢薬品工業
	 	（ハ）	 	 	 	 鶴海　泰久	 藤沢薬品工業
	 	（ニ）	 	 	 	 橋本　道真	 藤沢薬品工業
	 68	（イ）	 平成18年	（2006）	 高効率バイオ不斉還元システムの開発と工業化	 八十原良彦	 カネカ
	 	（ロ）	 	 	 	 木崎　憲之	 カネカ
	 	（ハ）	 	 	 	 川野　　茂	 カネカ
	 	（ニ）	 	 	 	 長谷川淳三	 カネカ
	 69	（イ）	 平成18年	（2006）	 γ-アミノ酪酸含有乳製品乳酸菌飲料の開発	 早川　和仁	 ヤクルト
	 	（ロ）	 	 	 	 木村　雅行	 ヤクルト
	 	（ハ）	 	 	 	 三沢　　宏	 ヤクルト
	 	（ニ）	 	 	 	 赤星　良一	 ヤクルト
	 70	（イ）	 平成19年	（2007）	 食酢の健康機能とおいしさの解明に基づく新飲用黒酢の開発	 大島　芳文	 ミツカン
	 	（ロ）	 	 	 	 多山　賢二	 鈴峯女短大
	 	（ハ）	 	 	 	 赤野　裕文	 ミツカン
	 	（ニ）	 	 	 	 岸　　幹也	 ミツカン
	 71	（イ）	 平成19年	（2007）	 核酸系うま味調味料新製法の開発と工業化	 三原　康博	 味の素
	 	（ロ）	 	 	 	 城下　欣也	 味の素
	 	（ハ）	 	 	 	 横山　正人	 味の素
	 72	（イ）	 平成20年	（2008）	 胡麻に含まれるセサミンの機能解明と健康食品の開発	 秋元　健吾	 サントリー
	 	（ロ）	 	 	 	 新免　芳史	 サントリー
	 	（ハ）	 	 	 	 沖田　定喜	 サントリー
	 	（ニ）	 	 	 	 小野　佳子	 サントリー
	 73	（イ）	 平成20年	（2008）	 新規ネオニコチノイド系殺虫剤クロチアニジンの開発	 采女　英樹	 住友化学
	 	（ロ）	 	 	 	 高延　雅人	 住友化学
	 	（ハ）	 	 	 	 横田　篤宜	 住友化学
	 	（ニ）	 	 	 	 赤山　敦夫	 住友化学
	 74	（イ）	 平成21年	（2009）	 l-テアニンの工業的生産技術の確立と機能性食品としての研究開発	 ジュネジャ	レカ	ラジュ	 太陽化学
	 	（ロ）	 	 	 	 朱　　政治	 太陽化学
	 	（ハ）	 	 	 	 大久保　勉	 太陽化学
	 	（ニ）	 	 	 	 小関　　誠	 太陽化学
	 75	（イ）	 平成22年	（2010）	 Corynebacterium glutamicum を用いたタンパク質分泌生産系の開発	 菊池　慶実	 味の素
	 	（ロ）	 	 	 	 萬年　輝久	 味の素
	 	（ハ）	 	 	 	 竹中　康浩	 味の素
	 	（ニ）	 	 	 	 小島淳一郎	 味の素
	 76	（イ）	 平成22年	（2010）	 新奇蛋白質修飾酵素プロテイングルタミナーゼの発見と食品加工用酵素としての開	 山口庄太郎	 天野エンザイム
	 	（ロ）	 	 	 発	 松原　寛敬	 天野エンザイム
	 	（ハ）	 	 	 	 佐藤　公彦	 天野エンザイム
	 	（ニ）	 	 	 	 天野　　仁	 天野エンザイム
	 77	（イ）	 平成23年	（2011）	 ビール製造における微生物品質保証技術開発について～食の安心・安全を守るため	 佐見　　学	 アサヒビール
	 	（ロ）	 	 	 に～	 坂本　幹太	 アサヒビール
	 	（ハ）	 	 	 	 鈴木　康司	 アサヒビール
	 	（ニ）	 	 	 	 飯島　和丸	 アサヒビール
	 78	（イ）	 平成23年	（2011）	 FAD グルコース脱水素酵素の発見と，それを応用した新規血糖値センサの開発	 中南　貴裕	 パナソニックヘルスケア
	 	（ロ）	 	 	 	 中山　潤子	 パナソニックヘルスケア
	 	（ハ）	 	 	 	 小村　啓悟	 池田糖化工業
	 	（ニ）	 	 	 	 眞田　浩一	 池田糖化工業
	 79	（イ）	 平成24年	（2012）	 品質工程改善のためのビール酵母の総合的基盤解析技術の開発	 善本　裕之	 キリンビール
	 	（ロ）	 	 	 	 吉田　　聡	 キリンホールディングス
	 	（ハ）	 	 	 	 金井（田中）圭子	 キリンビール
	 	（ニ）	 	 	 	 小林　　統	 キリンビール
	 80	（イ）	 平成24年	（2012）	 腸溶加工技術に着目したラクトフェリン含有機能性食品の開発	 杉山　圭吉	 ライオン
	 	（ロ）	 	 	 	 村越　倫明	 ライオン
	 	（ハ）	 	 	 	 小野　知二	 ライオン
	 	（ニ）	 	 	 	 星野　達雄	 NRL	ファーマ
	 81	（イ）	 平成25年	（2013）	 納豆菌の系統的育種による商品の差別化と品質向上	 竹村　　浩	 ミツカングループ本社
	 	（ロ）	 	 	 	 加田　茂樹	 ミツカングループ本社
	 	（ハ）	 	 	 	 市瀬　秀之	 ミツカン
	 	（ニ）	 	 	 	 山中　幸人	 ミツカンフレシア
	 82	（イ）	 平成25年	（2013）	 高菌数，高生残性ビフィズス菌含有ヨーグルト製造方法の技術開発	 清水（肖）金忠	 森永乳業
	 	（ロ）	 	 	 	 宮地　一裕	 森永乳業
	 	（ハ）	 	 	 	 小田巻　俊孝	 森永乳業
	 	（ニ）	 	 	 	 米澤　寿美子	 森永乳業
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農芸化学賞および農芸化学奨励賞

農芸化学賞（日本農学会扱）
 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
 	 1　　	 昭和26年	（1951）	 パイロシンに関する研究	 松井　正直
	 	 2　　	 昭和26年	（1951）	 醤油香気成分に関する研究	 横塚　　保

農芸化学賞（本会扱）
 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
 	 1		 昭和27年	（1952）	 結晶性カタラーゼに関する研究	 白川　正治	 福岡女大
	 	 2	（イ）	 昭和27年	（1952）	 イソアミラーゼに関する研究	 丸尾　文治	 東大農
	 	（ロ）	 	 	 	 小林　恒夫	 東大農
	 	 3		 昭和28年	（1953）	 酵母のグルタチオンに関する研究	 黒岩　芳朗	 キリン麦酒
	 	 4		 昭和28年	（1953）	 鎖状高分子分裂の動力学及びその関連研究	 千手　諒一	 九大農
	 	 5　　	 昭和28年	（1953）	 ペニシリン分解酵素に関する研究	 村尾　沢夫	 鳥取大農
	 	 6		 昭和29年	（1954）	 牛のビタミン B12欠乏とその代謝機構に関する研究	 岩本　喜一	 滋賀県立農短大
	 	 7		 昭和29年	（1954）	 生体内における蛋白質の合成機作に関する研究	 志村　憲助	 東北大農
	 	 8		 昭和29年	（1954）	 菌核菌の生化学的研究	 里村　幸男	 阪市大理工
	 	 9		 昭和30年	（1955）	 稲熱病菌の代謝生産物に関する研究	 玉利勤治郎	 新潟大農
	 10		 昭和30年	（1955）	 油脂の酸化防止に関する研究	 田村　三郎	 東大農
	 11		 昭和30年	（1955）	 黒斑病甘薯の病理化学的研究	 瓜谷　郁三	 名大農
	 12	（イ）	 昭和31年	（1956）	 酸化細菌による麹酸及び γ-パイロン誘導体の生成に関する研究	 池田庸之助	 東大応微研
	 	（ロ）	 	 	 	 相田　　浩	 東大応微研
	 13　　	 昭和31年	（1955）	 Asp.versicoler の代謝産物に関する研究。新色素Sterigmatocystin及び Versicolorin	 初田　勇一	 鳥取大農
	 		 	 	 の構造決定
	 14　　	 昭和31年	（1955）	 過沃素酸酸化による生理的活性蛋白質の研究	 前川　一之	 愛媛大農
	 15		 昭和32年	（1957）	 乳製品のアミノカルボニル反応に関する研究	 足立　　達	 東北大農
	 16　　	 昭和32年	（1955）	 糸状菌のアミラーゼに関する研究	 岡崎　　浩	 三共
	 17　　	 昭和32年	（1955）	 微生物のクエン酸分解ら関する研究	 高橋　　甫	 東大応微研
	 18		 昭和33年	（1958）	 Mentha rotundifolia精油の新テルペンケトン rotundifolone の研究	 清水　純夫	 信州大農
	 19　　	 昭和33年	（1958）	 脂質のクロマトグラフ的研究	 野田万次郎	 京府大農
	 20		 昭和33年	（1958）	 微生物の Phenolsulphatase について	 原田　篤也	 阪大産研
	 21		 昭和34年	（1959）	 第二菊酸の完全合成並びにピレトリン類の絶対配置の決定	 井上　雄三	 京大化研
	 22　　	 昭和34年	（1959）	 火落菌の新生育因子Hiochic	acid に関する研究	 田村　学造	 東大農
	 23　　	 昭和34年	（1959）	 複合脂質に関する研究	 藤野　安彦	 帯畜大酪農
	 24	（イ）	 昭和35年	（1960）	 黒麹菌の澱粉分解酵素系に関する研究	 上田誠之助	 九大農
	 	（ロ）	 	 	 	 林田　晋策	 九大農
	 25　　	 昭和35年	（1960）	 酵母リボ核酸関連化合物の酵素的分解並びに呈味作用に関する研究	 國中　　明	 ヤマサ醤油
	 26　　	 昭和35年	（1960）	 Penicillium islanditoxin の生産する毒性物質Islanditoxin の化学構造に関する研究	 丸茂　晋吾	 理研
	 27		 昭和36年	（1961）	 抗滲透圧性酵母の研究	 大西　　博	 野田産研
	 28　　	 昭和36年	（1961）	 Phosphoglycerin	acid	mutase に関する研究	 千葉　英雄	 京大農
	 29　　	 昭和36年	（1961）	 Streptomyces griseus の生産する新プロテアーゼに関する研究	 野本　正雄	 理研
	 30　　	 昭和36年	（1961）	 Fungisporin に関する研究	 宮尾　興平	 エーザイ
	 31　　	 昭和36年	（1961）	 植物過酸化酵素に関する研究	 森田　雄平	 京大食研
	 32　　	 昭和36年	（1961）	 細菌アミラーゼの酵素化学的性質に関する研究	 山本　武彦	 阪市大理工
	 33		 昭和37年	（1962）	 テルペン類代謝を中心とした罹病甘藷の生化学的研究	 赤沢　　尭	 名大農
	 34	（イ）	 昭和37年	（1962）	 『はなひりのき』の有効成分“Grayanoxin”の構造に関する研究	 岩佐　順吉	 岡山大農
	 	（ロ）	 	 	 	 熊沢善三郎	 京大農
	 35　　	 昭和37年	（1962）	 微生物のケト酸代謝に関する研究	 栃倉辰六郎	 京大農
	 36　　	 昭和37年	（1962）	 フラボノイド色素の化学的研究	 中村　敏郎	 静岡大農
	 37　　	 昭和37年	（1962）	 醗酵菌類によるペントザンならびにペントース代謝の研究	 福井　作蔵	 東大応微研
	 38　　	 昭和37年	（1962）	 ロテノンおよび関連化合物の完全合成	 宮野　真光	 東大農
	 39		 昭和38年	（1963）	 サリゲニン環状燐酸エステルの研究	 江藤　守総	 九大農
	 40		 昭和38年	（1963）	 微生物法による絹糸蛋白質の特性と合成ポリアラニン繊維に関する研究	 桐村　二郎	 味の素中研
	 41　　	 昭和38年	（1963）	 パパインの酵素作用に関する研究	 副島　正美	 東北大農
	 42　　	 昭和38年	（1963）	 有機燐殺虫剤の研究	 西沢　吉彦	 住友化学
	 43　　	 昭和38年	（1963）	 X線ディフラクトメーターによる澱粉の研究	 檜山　　進	 阪大産研
	 44　　	 昭和38年	（1963）	 乳酸菌のイソメラーゼに関する研究	 山中　　啓	 香川大農
	 45		 昭和39年	（1964）	 植物による硫酸からの含硫アミノ酸合成の生化学的研究	 旭　　　正	 名大農
	 46		 昭和39年	（1964）	 アントシアニンとその褐色酵素に関する研究	 坂村　貞雄	 北大農
	 47		 昭和39年	（1964）	 放線菌の生産する殺虫成分Piericidin	A に関する研究	 高橋　信孝	 東大農
	 48		 昭和39年	（1964）	 グルタミン酸醗酵におけるビオチンの作用に関する研究	 田中　勝宣	 協和発酵
	 49		 昭和39年	（1964）	 麦類赤黴病菌の色素Rubrofusarin の化学構造	 田中　　博	 名大農
	 50		 昭和39年	（1964）	 糸状菌の耐酸性α-アミラーゼに関する研究	 蓑田　泰治	 東大農
	 51		 昭和40年	（1965）	 蚕黒きょう病菌の生産する毒素destruxin	B の化学構造	 久山　真平	 東大農
	 52		 昭和40年	（1965）	 テアニンの生合成に関する研究	 佐々岡　啓	 京大食研
	 53		 昭和40年	（1965）	 麹菌の α-アミラーゼの生成に関する研究	 外村　健三	 醗酵研
	 54		 昭和40年	（1965）	 鶏卵卵白の泡立ちに関する研究	 中村　　良	 名大農
	 55		 昭和40年	（1965）	 Ciliatine の生化学的研究	 堀口　雅昭	 東大農
	 56		 昭和40年	（1965）	 ジベレリン関連諸物質の合成に関する研究	 森　　謙治	 東大農
	 57		 昭和41年	（1966）	 合成薄荷に関する研究	 上田　博夫	 阪府大農
	 58　　	 昭和41年	（1966）	 糸状菌のペクチン質分解酵素に関する研究	 遠藤　　章	 三共
	 59		 昭和41年	（1966）	 新植物生長調節物質abscisin	II	に関する化学的研究	 大熊　和彦	 理研
	 60		 昭和41年	（1966）	 Blasticidin	S の化学構造の決定	 大岳　　望	 東大応微研
	 61		 昭和41年	（1966）	 微生物に対する表面活性剤り作用とその応用	 大林　　晃	 鹿児島大農
	 62		 昭和41年	（1966）	 天然フェノール化合物の合成に関する研究	 深海　　浩	 京大農
	 63		 昭和41年	（1966）	 筋肉蛋白質の代謝回転	 船引　龍平	 岩手大農
	 64		 昭和41年	（1966）	 糸状菌溶解酵素および糸状菌細胞表層の研究	 掘越　弘毅	 理研
	 65		 昭和41年	（1966）	 微生物プロテアーゼのエラスターゼ活性と特異性に関する研究	 森原　和之	 塩野義製薬
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 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
	 66		 昭和41年	（1966）	 結晶アミン酸化酵素に関する研究	 山田　秀明	 京大食研
	 67		 昭和42年	（1967）	 微生物によるビオチンの生合成に関する研究	 岩原章二郎	 香川大農
	 68		 昭和42年	（1967）	 細菌のグルタミン酸生合成系における代謝制御	 大石　邦夫	 東大応微研
	 69		 昭和42年	（1967）	 食品の非酵素的褐変に関する研究	 加藤　博道	 東大農
	 70		 昭和42年	（1967）	 タバコアルカロイドの立体特異的分解および生合成機構に関する研究	 木佐木卓郎	 専売中研
	 71		 昭和42年	（1967）	 コムギ斑点病菌の生産する新植物生長調整物質ヘルミントスポロールとその関連物	 桜井　　成	 東大農
	 		 	 	 質に関する研究	
	 72		 昭和42年	（1967）	 微生物による炭水化物の利用に関する研究	 高橋　穣二	 東京教育大農
	 73		 昭和42年	（1967）	 生理活性と化学構造との相関性の解析に関する研究	 藤田　稔夫	 京大農
	 74		 昭和42年	（1967）	 タバコモザイクウイルス蛋白質の化学構造に関する研究	 船津　軍喜	 九大農
	 75		 昭和42年	（1967）	 家蚕幼虫の核酸消化酵素に関する研究	 向井純一郎	 九大農

 農芸化学奨励賞
 No.  受賞年度  業績論文表題 氏名 所属（当時）
 76		 昭和43年	（1968）	 ルービン未熟種子に含まれる植物生長調整物質に関する研究	 小清水弘一	 京大農
	 77		 昭和43年	（1968）	 枯草菌プロテアーゼに関する研究	 鶴　　大典	 阪市大理
	 78		 昭和43年	（1968）	 シリル法によるヌクレオシドの合成	 西村　卓三	 三共中研
	 79		 昭和43年	（1968）	 青葉アルコール反応に関する研究	 畑中　顯和	 京大化研
	 80		 昭和43年	（1968）	 大豆蛋白質に関する研究	 福島　男児	 キッコーマン中研
	 81	（イ）	 昭和43年	（1968）	 病、傷害植物におけるポリフェノールの生成と酸化に関与する酵素類の生化学的研究	 南川　隆雄	 都立大理
	 	（ロ）	 	 	 	 兵藤　　宏	 名大農
	 82		 昭和43年	（1968）	 p-hydroxybenzoate	hydroxylase に関する研究	 矢野　圭司	 東大農
	 83		 昭和43年	（1968）	 ニコチン、ピレスリン殺虫剤の毒理学的研究	 山本　　出	 東農大農
	 84		 昭和44年	（1969）	 ポリオキシンの化学構造の研究	 磯野　　清	 理研
	 85		 昭和44年	（1969）	 新抗生物質ピロールニトリンに関する研究	 今中　　宏	 藤沢薬品
	 86	（イ）	 昭和44年	（1969）	 微生物の生産する凝乳酵素に関する研究	 岩崎慎二郎	 名糖産業
	 	（ロ）	 	 	 	 柳　　洲鉉	 東大農
	 87		 昭和44年	（1969）	 l-グルタミン酸生産菌のバクテリオファージに関する研究	 沖　　俊一	 三楽オーシャン
	 88　　	 昭和44年	（1969）	 細菌におけるリジン代謝の酵素化学的研究	 左右田健次	 京大化研
	 89	（イ）	 昭和44年	（1969）	 カナマイシンの全合成	 長谷川　明	 京大農
	 	（ロ）	 	 	 	 栗原　紀夫	 京大農
	 90		 昭和44年	（1969）	 米穀の脂質と貯蔵時の品質変化に関する研究	 安松　克治	 武田薬品工業
	 91		 昭和44年	（1969）	 昆虫の摂食阻害性植物成分の研究	 和田弘次郎	 名大農
	 92		 昭和45年	（1970）	 生体膜の複合脂質に関する生化学的研究	 渋谷　　勲	 東大応微研
	 93		 昭和45年	（1970）	 鶏卵ふ化時の生化学的研究	 島林　幸英	 三重大農
	 94		 昭和45年	（1970）	 血漿コレステロールエステルの代謝に関する研究	 菅野　道廣	 九大農
	 95		 昭和45年	（1970）	 セリン生合成系と解糖系の代謝分岐に関係する酵素類の構造と機能	 杉本　悦郎	 京大農
	 96		 昭和45年	（1970）	 微生物糖イソメラーゼに関する研究	 高崎　義幸	 微工研
	 97		 昭和45年	（1970）	 Candida utilis によるアルドペントースよりケトペントースへの変換酵素とその制御	 堀津　浩章	 岐阜大農
	 		 	 	 機構に関する研究
	 98	（イ）	 昭和45年	（1970）	 高等植物に含まれる新ジベレリンおよびジベレリングルコシドの単利と構造解明	 室伏　　旭	 東大農
	 	（ロ）	 	 	 	 横田　孝雄	 東大農
	 99		 昭和45年	（1970）	 Protoplast	bursting	facter に関する研究	 山口　　務	 東洋醸造研
	100	（イ）	 昭和46年	（1971）	 大豆蛋白質の酵素分解―プラステイン合成に関する研究	 荒井　綜一	 東大農
	 	（ロ）	 	 	 	 山下　道子	 東大農
	101		 昭和46年	（1971）	 牛乳カゼインの非酵素的凝固現象に関する研究	 伊藤　敞敏	 東北大農
	102		 昭和46年	（1971）	 枯草菌の生産する新界面活性ペプチドリピド“サーファクチン”に関する研究	 垣沼　淳司	 武田薬品工業
	103		 昭和46年	（1971）	 青かびの生産するプロテアーゼ・インヒビターに関する研究	 嶋田　　協	 三重大農
	104		 昭和46年	（1971）	 ビタミン類の糖化合物に関する研究	 鈴木　幸雄	 岡山大農生研
	105		 昭和46年	（1971）	 微生物によるコレステロール側鎖の切断に関する研究	 長沢道太郎	 野田産研
	106		 昭和46年	（1971）	 植物細胞培養による脱分化・更分化の生化学的研究	 山田　康之	 京大農
	107		 昭和46年	（1971）	 グルコン酸菌の糖およひ糖アルコールの酸化還元酵素系に関する研究	 山田　雄三	 静岡大農
	108		 昭和47年	（1972）	 ヒマ種子有毒タンパク質リシンに関する研究	 石黒　正恒	 九大農
	109		 昭和47年	（1972）	 殺魚性リグナン justicidin類に関する研究	 太田　啓一	 静岡大農
	110		 昭和47年	（1972）	 魚毒植物の活性成分に関する研究	 河津　一儀	 岡山大農
	111		 昭和47年	（1972）	 大腸菌におけるリン脂質生合成の調節機構に関する研究	 鬼頭　　誠	 京大食研
	112		 昭和47年	（1972）	 微生物による Ribonucleotide関連物質の代謝と利用に関する研究	 坂井　拓夫	 阪府大農
	113		 昭和47年	（1972）	 蚕黒きょう病に関する化学的研究	 鈴木　昭憲	 東大農
	114		 昭和47年	（1972）	 コリシンの作用機作に関する研究	 別府　輝彦	 東大農
	115		 昭和47年	（1972）	 アルギニンラセマーゼに関する研究	 寄藤　高光	 信州大農
	116		 昭和48年	（1973）	 ヒトデの排卵・卵成熟分裂機構に関する化学的研究	 池上　　晋	 東大農
	117		 昭和48年	（1973）	 リゾチームの活性中心構造に関する化学的ならびに物理化学的研究	 井本　泰治	 山口大農
	118　　	 昭和48年	（1973）	 Φx174DNA の合成とそれにおよぼす宿主機能に関する研究	 駒野　　徹	 京大農
	119		 昭和48年	（1973）	 細菌による l-グルタミン酸の菌体外透過蓄積機構に関する研究	 渋川　　満	 旭化成工業
	120		 昭和48年	（1973）	 Phytohemagglutinin（植物性赤血球凝集素）の生化学的研究	 高橋　孝雄	 三重大農
	121		 昭和48年	（1973）	 蝿毒草殺虫成分の研究	 谷口　栄二	 九大農
	122	（イ）	 昭和48年	（1973）	 マロラクチック発酵と同発酵細菌増殖促進―新化合物“グルコシル・パントテン酸”	 吉栖　　肇	 サントリー
	 	（ロ）	 	 	 に関する研究	 天知　輝夫	 サントリー
	123		 昭和48年	（1973）	 牛肉の加熱香気に関する化学的研究	 渡辺　乾ニ	 名大農
	124		 昭和49年	（1974）	 葉緑体における酸素の発生と還元	 浅田　浩ニ	 京大食研
	125		 昭和49年	（1974）	 アプサイシン酸およひキサントキシン関連化合物の化学的研究	 折谷　隆之	 東北大農
	126	（イ）	 昭和49年	（1974）	 アジト糖を用いる生理活性物質の合成化学的研究ポリオキシン J の全合成など	 葛原　弘美	 理研
	 	（ロ）	 	 	 	 大類　　洋	 理研
	127		 昭和49年	（1974）	 酵母の有機酸代謝に関する研究	 斉　　敏行	 朝日麦酒
	128		 昭和49年	（1974）	 食品香気成分の合成的研究	 中谷　陽一	 お茶大
	129		 昭和49年	（1974）	 酵母のカルボキシペプチダーゼに関する研究	 林　　力丸	 京大食研
	130		 昭和49年	（1974）	 タンク培養における酸素と炭酸ガスの生理的役割とその制御	 廣瀬　義夫	 味の素
	131		 昭和49年	（1974）	 高温性放線菌と耐熱性酵素	 水沢　　清	 キッコーマン醤油
	132		 昭和50年	（1975）	 エポキシドンならびに関連化合物の合成・生合成研究	 市原　耿民	 北大農
	133		 昭和50年	（1975）	 細胞内産生の溶菌酵素によるクロストリジウム属細菌の溶菌	 緒方　靖哉	 九大農
	134		 昭和50年	（1975）	 澱粉の構造と利用に関する研究	 貝沼　圭二	 食総研
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	135		 昭和50年	（1975）	 新しい膜透過変異株の誘導とその応用に関する研究	 菊池　正和	 武田薬品
	136		 昭和50年	（1975）	 Ezomycin群抗生物質に関する化学的研究	 坂田　完三	 理研
	137		 昭和50年	（1975）	 微生物の生産する植物生長物質に関する研究	 佐々　武史	 山形大農
	138		 昭和50年	（1975）	 芳香族アミノ酸の醗酵生産に関する研究	 萩野　浩志	 協和発酵
	139		 昭和50年	（1975）	 ATP阻害リポヌクレアーゼに関する研究	 山崎　真狩	 東大農
	140		 昭和51年	（1976）	 栄養条件による脂肪肝の生成機構とその制御	 青山　頼孝	 名大農
	141		 昭和51年	（1976）	 Altemaria属植物病原菌の宿主選択に関する化学的研究	 上野　民夫	 京大農
	142		 昭和51年	（1976）	 微生物における生理活性脂質関連物質の生化学的研究	 木村　　光	 京大農
	143		 昭和51年	（1976）	 l-アスコルビン酸の関与する褐変および紅変の反応機構	 倉田　忠男	 東大農
	144		 昭和51年	（1976）	 代謝調節変異株による l-リジンの生産とそのメカニズム	 佐野孝之輔	 味の素
	145		 昭和51年	（1976）	 13C–13C カップリングを利用した天然物の構造および生合成研究	 瀬戸　治男	 東大応微研
	146		 昭和51年	（1976）	 家蚕ウイルスの増殖に関する生化学的研究	 姫野　道夫	 京大農
	147		 昭和51年	（1976）	 牛成長ホルモンの活性フラグメントに関する研究	 山﨑　信行	 愛媛大農
	148		 昭和52年	（1977）	 薬用植物に含まれる昆虫生理活性物質に関する化学的研究	 磯貝　　彰	 東大農
	149		 昭和52年	（1977）	 シイタケにおけるフレーバー発生の酵素化学的研究	 岩見　公和	 京大農
	150		 昭和52年	（1977）	 抗サイトカイニンによる植物の化学調節機構の研究	 岩村　　俶	 京大農
	151		 昭和52年	（1977）	 麹菌の自己消化に関する研究	 魚住　武司	 東大農
	152		 昭和52年	（1977）	 ジメチルスルホキシド-五酸化リンを用いる糖質の新酸化法とその生物化学的応用	 柏村　直樹	 京大農
	153		 昭和52年	（1977）	 多面的生理作用をもつジホスホグリセリン酸の多機能酵素による新代謝調節	 佐々木隆造	 京大農
	154		 昭和52年	（1977）	 哺乳動物におけるシリアチン（2-アミノエチルスルホン酸）の代謝機構に関する研究	 玉利　正人	 東大農
	155		 昭和52年	（1977）	 イソニトリル化合物を用いたアミノ酸ならびに関連化合物の合成的研究	 松本　和男	 田辺製薬
	156		 昭和53年	（1978）	 光学活性有機リン化合物の生理作用と代謝に関する研究	 大川　秀郎	 住友化学
	157		 昭和53年	（1978）	 高等植物における d-アミノ酸の生化学的研究	 小川　　正	 徳島大医
	158　　	 昭和53年	（1978）	 スズやケイ素を用いる糖及びヌクレオシド系化合物の合成	 小川　智也	 理研
	159		 昭和53年	（1978）	 多糖類ピリドキサール酵素の反応機構とアミノ酸合成への応用に関する研究	 熊谷　英彦	 京大農
	160		 昭和53年	（1978）	 昆虫のフェロモンに関する研究	 桑原　保正	 筑波大
	161		 昭和53年	（1978）	 C3 および C4光合成炭酸固定の酵素化学的研究	 杉山　達夫	 静岡大農
	162		 昭和53年	（1978）	 Tunicamycin の発見とその作用機作に関する研究	 高月　　昭	 東大農
	163		 昭和53年	（1978）	 代謝制御因子としての栄養素の機能に関する研究	 中野紀和男	 名大農
	164		 昭和54年	（1979）	 酢酸菌の糖質代謝系酵素に関する研究	 足立　収生	 山口大農
	165		 昭和54年	（1979）	 長鎖ジカルボン酸の発酵生産に関する研究	 内尾　良輔	 味の素
	166		 昭和54年	（1979）	 真核細胞のポリペプチド鎖延長機構に関する研究	 江尻慎一郎	 岩手大農
	167		 昭和54年	（1979）	 酵素法によるペニシリン、セファロスポリン類の生産に関する研究	 岡地　　諒	 協和発酵東京研
	168		 昭和54年	（1979）	 クジラ、魚類の脳下垂体ホルモンの単離と化学構造に関する研究	 川内　浩司	 北里大水産
	169		 昭和54年	（1979）	 ビタミン B6 の生合成に関する研究	 谷　　吉樹	 京大農
	170	（イ）	 昭和54年	（1979）	 バーレー葉たばこ香気成分の化学的研究	 藤森　　嶺	 専売中研
	 	（ロ）	 	 	 	 金子　　肇	 専売中研
	171　　	 昭和54年	（1979）	 大豆グリシニンの生合成に関する研究	 森　　友彦	 京大食研
	172		 昭和55年	（1980）	 複雑な生物活性天然物の立体特異的全合成	 磯部　　稔	 名大農
	173		 昭和55年	（1980）	 微生物のメタノール代謝に関する酵素化学的研究	 加藤　暢夫	 鳥取大農
	174	（イ）	 昭和55年	（1980）	 異担子菌酵母における接合管形成誘導物質に関する化学的研究	 神谷　勇治	 理研
	 	（ロ）	 	 	 	 坂神　洋次	 東大農
	175　　	 昭和55年	（1980）	 生体膜の構造と機能における脂質の役割	 塚越　規弘	 名大農
	176		 昭和55年	（1980）	 昆虫に対してフェロモン作用を持つ物質に関する研究	 西野　親生	 三菱化成生命研
	177		 昭和55年	（1980）	 種子に含まれる植物生理活性成分に関する研究	 福井　宏至	 京大薬
	178		 昭和55年	（1980）	 枯草菌菌体外酵素特に α-アミラーゼの生産制御とそのクローニング	 山根　國男	 東大応微研
	179		 昭和55年	（1980）	 電子伝達系阻害物質ピエリシジン類に関する生物有機化学的研究	 吉田　茂男	 東大農
	180		 昭和56年	（1981）	 罹病植物におけるファイトアレキシン生成・蓄積機構の酵素学的研究	 大羽　和子	 名大農
	181		 昭和56年	（1981）	 物理化学的方法論による微生物有機化学の新展開	 柿沼　勝己	 東工大理
	182		 昭和56年	（1981）	 偏性嫌気性細菌Selenomonas ruminantium の表層膜の構造に関する研究	 神尾　好是	 信州大医
	183		 昭和56年	（1981）	 生物活性を有する脂環式化合物の合成研究	 北原　　武	 東大農
	184		 昭和56年	（1981）	 固定化酵素の利用に関する理論的ならびに実験的研究	 小林　　猛	 名大農
	185		 昭和56年	（1981）	 食品の脂質系におけるアミノ・カルボニル反応に関する研究	 須山　享三	 東北大農
	186		 昭和56年	（1981）	 ポリオーマウイルスの全遺伝子構造の決定と発癌遺伝子の同定	 添田　栄一	 国立遺伝研
	187		 昭和56年	（1981）	 米のタンパク質顆粒およびアリューロン顆粒に関する研究	 田中　國介	 京大食研
	188　　	 昭和56年	（1981）	 微生物の生産する糸状細胞壁溶解酵素に関する研究	 富永　嘉男	 阪市工研
	189	（イ）	 昭和56年	（1981）	 植物の成長制御に関与する内生生理活性物質の生物有機化学的研究	 山口五十麿	 東大農
	 	（ロ）	 	 	 	 山根　久和	 東大農
	190		 昭和57年	（1982）	 鱗翅目昆虫性フェロモンに関する生物有機化学的研究	 安藤　　哲	 カリフォルニア大
	191		 昭和57年	（1982）	 サガミシンおよび関連アミノ配糖体抗生物質の生合成と発酵	 加瀬　　広	 協和発酵東京研
	192		 昭和57年	（1982）	 植物防御反応に関する細胞内高、低分子性物質の生物化学的研究	 小島　峯雄	 名大農
	193		 昭和57年	（1982）	 DNA関連酵素の特性とその応用に関する研究	 宍戸　和夫	 理研
	194		 昭和57年	（1982）	 枯草菌プラスミドを使った枯草菌遺伝子操作系の開発	 田中　暉夫	 三菱化成生命研
	195		 昭和57年	（1982）	 真菌細胞壁多糖の構造と生合成に関する研究	 中島　　佑	 東北大農
	196		 昭和57年	（1982）	 特異な環構造を有する生理活性天然物の合成研究	 中原　義昭	 理研
	197		 昭和57年	（1982）	 タンパク食品の開発に対するペプチド化学的研究	 的場　輝佳	 京大食研
	198		 昭和57年	（1982）	 レダクトン類による細胞内DNA鎖の切断に関する研究	 村上　浩紀	 九大農
	199		 昭和57年	（1982）	 細菌の新しい酵素合成調節機構の解明と in vivo遺伝子操作系の開発	 室岡　義勝	 広島大工
	200		 昭和58年	（1983）	 免疫調節活性を有する細菌細胞表層複合糖質成分の有機合成化学的研究	 木曾　　真	 岐阜大農
	201		 昭和58年	（1983）	 生体高分子の水和現象に関する物理化学的研究	 月向　邦彦	 名大農
	202		 昭和58年	（1983）	 DNA に働く酵素およびタンパク質の遺伝生化学的研究	 柴田　武彦	 理研
	203		 昭和58年	（1983）	 細菌におけるグルタミン–グルタミン酸生合成系の機能解析と応用	 立木　　隆	 京大農
	204		 昭和58年	（1983）	 大腸菌における抗生物質高感受性変異の機構	 玉城　成夫	 東大応微研
	205		 昭和58年	（1983）	 カイコ脳ホルモンの精製と単離	 長澤　寛道	 東大農
	206		 昭和58年	（1983）	 酸化型アスコルビン酸とアミノ酸の反応による新しい遊離基化合物の生成と褐変化	 林　　建樹	 名大農
	 		 	 	 反応
	207		 昭和58年	（1983）	 Bacillus subtilis の変異株によるグアノシンの生産に関する研究	 松井　　裕	 味の素中研
	208		 昭和58年	（1983）	 メチオニン、スレオニンによる体タンパク質節約作用に関する研究	 横越　英彦	 名大農
	209		 昭和58年	（1983）	 カゼインの特殊構造と特性に関する解析とその応用	 吉川　正明	 京大農
	210		 昭和59年	（1984）	 微生物におけるビオチンの代謝機構とその制御に関する研究	 和泉　好計	 京大農
	211		 昭和59年	（1984）	 DNA傷害突然変異に関する生化学的研究	 井上　　正	 国立遺伝研
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	212	（イ）	 昭和59年	（1984）	 トウモロコシ病害における宿主特異性の化学	 河野　芳樹	 理研
	 	（ロ）	 	 	 	 鈴木　義勝	 理研
	213		 昭和59年	（1984）	 生物活性を有する複素環天然有機化合物の合成研究	 榊原　和征	 東大農
	214		 昭和59年	（1984）	 植物性抗菌物質および関連化合物の生物有機化学的研究	 田原　哲士	 北大農
	215		 昭和59年	（1984）	 タバコシバンムシの性フェロモン・セリコルニンの化学的研究	 中馬　達二	 専売中研
	216		 昭和59年	（1984）	 ニカメイチュウ幼虫表皮の組織培養系を用いた昆虫成育制御物質の作用機構の研究	 西岡　孝明	 京大農
	217		 昭和59年	（1984）	 植物オルガネラに関する細胞生化学的研究	 西村　幹夫	 名大農
	218		 昭和59年	（1984）	 機能性高分子物質特に核酸の菌代外生産とその遺伝情報に関する研究	 原　　敏夫	 九大農
	219		 昭和59年	（1984）	 プロリン特異性ペプチダーゼとそのインヒビターに関する研究	 芳本　　忠	 長崎大薬
	220		 昭和60年	（1985）	 数種の酵素・タンパク質の X線結晶構造解析ら関する研究	 相原　茂夫	 京大食研
	221		 昭和60年	（1985）	 肝臓ミトコンドリアに存在するアミノ酸代謝酵素の生合成と局在化の制御機構	 北川　泰雄	 名大農
	222		 昭和60年	（1985）	 大豆タンパク質の生化学的ならびに遺伝生化学的研究	 喜多村啓介	 岩手大農
	223		 昭和60年	（1985）	 微生物酵素を用いる補酵素類り合成とその利用	 清水　　昌	 京大農
	224		 昭和60年	（1985）	 高等植物の茎葉器官分化と緑葉における香気成分生成に関する研究	 関谷　次郎	 山口大農
	225		 昭和60年	（1985）	 RuBP カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼの分子進化に関する研究	 高倍　鉄子	 名大農
	226		 昭和60年	（1985）	 植物フレーバー成分の化学ならびに生物活性に関する研究	 西村　弘行	 北大農
	227		 昭和60年	（1985）	 ウシプロキモシン遺伝子のクローン化と微生物における形質発現に関する研究	 西森　克彦	 東大応微研
	228		 昭和60年	（1985）	 アワヨトウ幼虫の体色黒化ホルモン（MRCH）の単離と構造解析	 松本　正吾	 東大農
	229	（イ）	 昭和60年	（1985）	 異担子菌酵母の性分化とその引き金反応	 宮川　都吉	 広島大工
	 	（ロ）	 	 	 	 阿部　恵子	 東大応微研
	230		 昭和61年	（1986）	 水素ガス資化性微生物ら関する研究	 五十嵐泰夫	 東大農
	231		 昭和61年	（1986）	 「食品の安全性」に関する生物有機化学的研究	 大澤　俊彦	 名大農
	232		 昭和61年	（1986）	 生体膜リン脂質の生合成と機能に関する分子生物学的研究	 太田　明徳	 埼玉大理
	233		 昭和61年	（1986）	 スエヒロタケの子実体形成誘導物質に関する研究	 川合源四郎	 野田産研
	234		 昭和61年	（1986）	 ウニ胚の初期発生解析に基づく細胞分裂阻害物質の検索と化学的研究	 小林　昭雄	 岡山大農
	235		 昭和61年	（1986）	 デキストランの生合成および分解に関する酵素化学的研究	 小林　幹彦	 東北大農
	236		 昭和61年	（1986）	 好塩細菌における Na＋駆動型呼吸鎖の発見ならびにその生化学的研究	 徳田　　元	 千葉大生物活性研
	237		 昭和61年	（1986）	 微生物の新しいアミノ酸代謝酵素の特性とその応用	 長沢　　透	 京大農
	238		 昭和61年	（1986）	 有用物質生産のためのバイオリアクターに関する基礎的研究とその応用	 中西　一弘	 京大農
	239		 昭和61年	（1986）	 A ファクターによる放線菌の二次代謝及び分化調節機構の分子遺伝学的研究	 堀之内末治	 東大農
	240		 昭和62年	（1987）	 生体膜リン脂質に対する環境因子の影響に関する研究	 石永　正隆	 広島女大家政
	241		 昭和62年	（1987）	 枯草菌ファージベクター系の開発とその利用	 河村富士夫	 東大応微研
	242		 昭和62年	（1987）	 植物病原菌の毒素の化学	 菅原二三男	 理研
	243		 昭和62年	（1987）	 特異な生物活性を有する光学活性天然物の有機化学的研究	 杉山　長美	 東北大農
	244		 昭和62年	（1987）	 プロテアーゼ阻害剤を用いた枯草菌胞子形成機構に関する研究	 西野　豊和	 倉紡技術研
	245	（イ）	 昭和62年	（1987）	 新規補酵素PQQ の機能に関する生化学的研究	 松下　一信	 山口大農
	 	（ロ）	 	 	 	 品川恵美子	 山口大農
	246		 昭和62年	（1987）	 酵素電極―フローインジェクション分析法の開発に関する研究	 松本　　清	 九大農
	247		 昭和62年	（1987）	 グラム陰性細菌外膜の構造・機能及び生合成に関する研究	 水野　　猛	 名大農
	248		 昭和62年	（1987）	 動物培養細胞の増殖及び分化機能発現の調節に関する研究	 山田　耕路	 九大農
	249		 昭和62年	（1987）	 微生物による複合糖質代謝関連物質の生産と応用	 山本　憲二	 京大農
	250		 昭和63年	（1988）	 タンパク質修飾酵素トランスグルタミナーゼの活用に関する研究	 伊倉　宏司	 京大農
	251		 昭和63年	（1988）	 新規抗生物質の化学的研究	 生方　　信	 理研
	252		 昭和63年	（1988）	 好アルカリ性細菌遺伝子による大腸菌からの蛋白質の菌体外分泌に関する研究	 工藤　俊章	 理研
	253		 昭和63年	（1988）	 イモの形成と貯蔵タンパク質遺伝子の発現制御	 中村　研三	 名大農
	254		 昭和63年	（1988）	 新しい視点に基づく抗腫瘍抗生物質の探索と構造および活性の研究	 早川　洋一	 キリンビール
	255		 昭和63年	（1988）	 生体内脂質の過酸化により生じる極微弱化学発光の解析と応用に関する研究	 宮澤　陽夫	 東北大農
	256		 昭和63年	（1988）	 微生物細胞機能の遺伝子工学的改変と有用物質の生産	 村田　幸作	 京大食研
	257		 昭和63年	（1988）	 活性酸素による遺伝子核酸損傷機構	 森田　潤司	 同志社女大家政
	258		 昭和63年	（1988）	 分泌酵素遺伝子の導入による酵母Saccharomyces cerevisiae の育種	 山下　一郎	 広島大工
	259		 昭和63年	（1988）	 大腸菌phoA遺伝子を用いた有用蛋白の分泌生産	 依田　幸司	 東大農
	260		 平成元年	（1989）	 大腸菌の細胞分裂酵素の研究	 石野　史敏	 東大応微研
	261		 平成元年	（1989）	 種子タンパク質の高品質化に関する食品化学的並びに遺伝子工学的研究	 内海　　成	 京大食研
	262		 平成元年	（1989）	 細菌の含硫，含セレンアミノ酸代謝関連酵素の新しい機能と応用	 江崎　信芳	 京大化研
	263		 平成元年	（1989）	 植物細胞壁多糖キシログルカンに関する研究	 加藤　陽治	 弘前大教育
	264		 平成元年	（1989）	 植物培養細胞における炭酸固定機能に関する研究	 佐藤　文彦	 京大農
	265		 平成元年	（1989）	 昆虫–植物間相互作用に関与する化学因子	 西田　律夫	 京大農
	266		 平成元年	（1989）	 特異な生理活性を有する微生物生産物の検索とその化学的研究	 林　　英雄	 阪府大農
	267		 平成元年	（1989）	 微生物が生産するカルモデュリン依存性ホスホジエステラーゼの阻害剤に関する研究	 松田　　譲	 協和発酵
	268		 平成元年	（1989）	 対称性構造を有する化合物の不斉分子変換に関する研究	 山本　行男	 京大教養
	269		 平成元年	（1989）	 光合成CO2固定酵素RuBisCO の in vivo機能形態と光呼吸の機構	 横田　明穂	 阪府大農
	270		 平成2年	 （1990）	 cAMP による大腸菌細胞増殖制御機構	 内海龍太郎	 近畿大農
	271		 平成2年	 （1990）	 昆虫の脱皮、変態に関与する神経ペプチド類の単離、構造解析	 片岡　宏誌	 東大農
	272		 平成2年	 （1990）	 食品タンパク質の変性と機能特性の発現	 北畠　直文	 京大食研
	273		 平成2年	 （1990）	 新しい蛋白質修飾酵素，Peptidylarginine	deiminase の機能と応用に関する研究	 高原　英成	 茨城大農
	274		 平成2年	 （1990）	 酵母菌における増殖・分化の調節機構に関する研究	 土屋　英子	 広島大工
	275		 平成2年	 （1990）	 食品・生体における脂質過酸化物の生成と作用機構に関する研究	 寺尾　純二	 食総研
	276		 平成2年	 （1990）	 サイトカイニン活性物質の構造―活性相関に関する研究	 西川　司朗	 三重大生資
	277		 平成2年	 （1990）	 食品に内在する膵酵素分泌情報の解明と動物消化管における情報認識機構	 伏木　　亨	 京大農
	278		 平成2年	 （1990）	 酸性α-グルコシダーゼの活性部位に関する反応速度論的研究	 松井　博和	 北大農
	279		 平成2年	 （1990）	 植物生理機能の化学調節に関する研究	 米山　弘一	 宇都宮大農
	280		 平成3年	 （1991）	 新規微生物酵素を用いる有用アミドおよびアミノ酸の合成に関する研究	 浅野　泰久	 富山県大工
	281		 平成3年	 （1991）	 カラム液体クロマトグラフィーの連続化に関する基礎的研究とそのバイオリアク	 安達　修二	 京大農
	 		 	 	 ターへの応用
	282　　	 平成3年	 （1991）	 ステロールの吸収機構に関する研究	 池田　郁男	 九大農
	283　　	 平成3年	 （1991）	 細胞毒性を持つ海産天然物の立体選択的合成研究	 市川　善康	 三重大教育
	284　　	 平成3年	 （1991）	 動物細胞の増殖分化を制御する微生物二次代謝産物に関する化学的生物学的研究	 長田　裕之	 理研
	285　　	 平成3年	 （1991）	 無血清培養法による動物細胞の代謝調節に関する研究	 白畑　実隆	 九大院農
	286　　	 平成3年	 （1991）	 植物培養組織を用いたトロパンアルカロイド生合成の解析	 橋本　　隆	 京大農
	287　　	 平成3年	 （1991）	 魚介類食中毒の原因となるポリエーテル化合物の化学構造	 村田　道雄	 東北大農
	288　　	 平成3年	 （1991）	 メタロセン型有機金属化合物の酵素的不斉変換	 山崎　幸苗	 工技院微工研
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	289　　	 平成3年	 （1991）	 G1・G2期に特異的な新しい阻害剤の発見と真核細胞増殖制御機構の解析	 吉田　　稔	 東大農
	290		 平成4年	 （1992）	 DNA複製と遺伝子発現制御における DNA反復配列の機能に関する研究	 伊藤　義文	 食総研
	291		 平成4年	 （1992）	 癌の多剤耐性に関するヒト P-糖蛋白質の機能の解析	 植田　和光	 京大農
	292		 平成4年	 （1992）	 多量体構造を有する植物由来抗菌性中分子の精密構造解析	 川端　　潤	 北大農
	293		 平成4年	 （1992）	 耐熱性および好塩性細菌リボゾーム蛋白質の構造と進化に関する研究	 木村　　誠	 九大農
	294		 平成4年	 （1992）	 活性酸素代謝の分子的機作の解明	 重岡　　成	 近畿大農
	295		 平成4年	 （1992）	 免疫系蛋白質（TNF および IgG）の構造と機能に関する研究	 中村　　聡	 東工大生命理工
	296		 平成4年	 （1992）	 海洋生物の生物活性天然物に関する研究	 中村　英士	 北大理
	297		 平成4年	 （1992）	 植物細胞表層糖鎖の細胞生物学的研究	 林　　隆久	 京大木研
	298		 平成4年	 （1992）	 アレルゲン糖タンパク質の抗原構造と免疫系による認識に関する研究	 松田　　幹	 名大農
	299		 平成4年	 （1992）	 枯草菌の胞子形成と蛋白質分泌遺伝子の機能に関する研究	 吉川　博文	 東大応微研
	300		 平成5年	 （1993）	 複合糖質糖鎖の合成化学的および酵素化学的研究	 伊藤　幸成	 理研
	301　　	 平成5年	 （1993）	 動物細胞オルガネラに特異的なタンパク質および脂質代謝に関する研究	 裏出　令子	 京大食研
	302　　	 平成5年	 （1993）	 阻害剤を活用した Diels–Alder型微生物代謝産物の生合成研究	 及川　英秋	 北大農
	303　　	 平成5年	 （1993）	 ヒトセントロメア蛋白質機能の分子機構	 杉本　憲治	 阪府大農
	304　　	 平成5年	 （1993）	 レニン・アンジオテンシン系の生物化学的研究	 鈴木　文昭	 岐阜大農
	305　　	 平成5年	 （1993）	 部位特異的変異による有用酵素・蛋白の改良と構造―機能相関の解析	 西山　　真	 東大農
	306　　	 平成5年	 （1993）	 炭素―リン共有結合の生成機構に関する研究	 日高　智美	 東大応微研
	307　　	 平成5年	 （1993）	 昆虫神経活性物質と生育・挙動制御に関する研究	 平島　明法	 九大農
	308　　	 平成5年	 （1993）	 高等植物生体膜エネルギー変換酵素の生化学的，細胞生物学的研究	 前島　正義	 北大低温研
	309　　	 平成5年	 （1993）	 大腸菌のタンパク質膜透過装置に関する生化学的研究	 松山　伸一	 東大応微研
	310		 平成6年	 （1994）	 枯草菌ゲノム工学の確立に向けた基礎的研究	 板谷　光泰	 三菱化成生命研
	311　　	 平成6年	 （1994）	 発癌プロモーター・テレオシジンの作用機構に関する有機化学的研究	 入江　一浩	 京大農
	312　　	 平成6年	 （1994）	 生理活性蛋白質の機能発現における膜–蛋白質相互作用の解析	 内海　俊彦	 山口大農
	313　　	 平成6年	 （1994）	 核内脂溶性リガンド受容体による遺伝子転写調節機構の解析	 加藤　茂明	 東農大農
	314　　	 平成6年	 （1994）	 グルタチオン合成酵素の X線結晶構造解析	 加藤　博章	 京大化研
	315　　	 平成6年	 （1994）	 キノコ由来の細胞機能調節物質の生物有機化学的・生化学的研究	 河岸　洋和	 静岡大農
	316　　	 平成6年	 （1994）	 キチナーゼ阻害物質に関する研究	 作田　庄平	 阪大工
	317　　	 平成6年	 （1994）	 生体触媒を用いる不斉合成に関する研究および有用物質生産への応用	 須貝　　威	 慶応大理工
	318　　	 平成6年	 （1994）	 二酸化炭素固定における炭酸脱水酵素の機能と遺伝子発現調節	 福澤　秀哉	 京大農
	319　　	 平成6年	 （1994）	 X線結晶構造解析による β-アミラーゼの構造と機能に関する研究	 三上　文三	 京大食研
	320		 平成7年	 （1995）	 ハロゲン化ペルオキシダーゼ酵素の解析とその応用に関する研究	 伊藤　伸哉	 福井大工
	321		 平成7年	 （1995）	 細胞内情報伝達系を阻害する物質の発見と細胞応答の解析	 井本　正哉	 慶応大理工
	322		 平成7年	 （1995）	 糖類を出発原料とする光学活性有用化合物の合成研究	 惠畑　　隆	 日本たばこ
	323		 平成7年	 （1995）	 合成的アプローチによる生理活性タンパク質の活性部位の研究	 丹尾　式希	 味の素
	324		 平成7年	 （1995）	 有機分析化学的アプローチによる糖の立体配座、立体配置解析法の開発研究	 西田　芳弘	 東北大農
	325		 平成7年	 （1995）	 種子成熟過程におけるアブシジン酸応答性転写制御機構に関する研究	 服部　束穂	 三重大遺伝実施
	326		 平成7年	 （1995）	 ジャガイモ Y ウイルスの増殖過程の解析とその阻害剤の開発	 日高　真誠	 東大院農生科
	327		 平成7年	 （1995）	 遺伝子レベルでのカロチノイド生合成経路の解明並びにその代謝工学的研究	 三沢　典彦	 キリンビール
	328		 平成7年	 （1995）	 花色発現における分子会合機構の解明に関する研究	 吉田　久美	 椙山女大生科
	329		 平成7年	 （1995）	 細胞の d-アミノ酸代謝関連酵素の構造と機能の特性	 吉村　　徹	 京大化研
	330		 平成8年	 （1996）	 微生物の環境応答におけるタンパク質リン酸化反応を介した情報伝達機構の発見	 饗場　浩文	 名大農
	331		 平成8年	 （1996）	 好酸性細菌の機能開発と利用に関する研究	 稲垣　賢二	 岡山大農
	332		 平成8年	 （1996）	 蛋白質修飾因子をプローブとした酸化ストレス障害の解析に関する研究	 内田　浩二	 名大農
	333		 平成8年	 （1996）	 動物ゲノムの構造と複製に関する分子細胞遺伝学的研究	 奥村　克純	 三重大生資
	334		 平成8年	 （1996）	 生物間の相互作用に関わる機能性物質の合成化学的研究	 桑原　重文	 茨城大農
	335		 平成8年	 （1996）	 天然高分子から形成されるゲルの工学的諸特性の解析	 﨑山　高明	 岡山大工
	336		 平成8年	 （1996）	 澱粉生合成の分子機構に関する研究	 馬場　　忠	 筑波大応生化
	337		 平成8年	 （1996）	 エネルギー代謝変異による有用微生物の育種に関する研究	 横田　　篤	 北大農
	338		 平成8年	 （1996）	 必須脂肪酸代謝及び細胞応答に関する分子細胞生物学的研究	 横田　一成	 島根大生資
	339		 平成8年	 （1996）	 プロリン残基に着目したタンパク質耐熱化に関する研究	 渡部　邦彦	 京府大農
	340		 平成9年	 （1997）	 IGF-I の活性発現機構に関する分子生物学的研究	 加藤　久典	 宇都宮大農
	341		 平成9年	 （1997）	 ニトリル変換酵素の物質生産への機能開発	 小林　達彦	 京大農
	342		 平成9年	 （1997）	 グルタチオン代謝の細胞生理の酵素分子生物学的解明と代謝酵素の構造と機能に関	 鈴木　秀之	 京大農
	 		 	 	 する研究	
	343		 平成9年	 （1997）	 蛋白質工学的手法による枯草菌プロテアーゼ・サチライシンの機能変換に関する研究	 高木　博史	 福井県大生資
	344		 平成9年	 （1997）	 生物発光・化学発光の励起分子形成機構に関する有機化学的研究	 寺西　克倫	 三重大生資
	345		 平成9年	 （1997）	 N-アシルアミノ酸ラセマーゼの機能と応用に関する研究	 徳山　真治	 静岡大農
	346		 平成9年	 （1997）	 酸素による遺伝子発現制御現象の解明とその動物細胞工学への応用に関する研究	 永尾　雅哉	 京大農
	347		 平成9年	 （1997）	 放線菌の気菌糸誘導に関する生物有機化学的研究	 夏目　雅裕	 東農工大農
	348		 平成9年	 （1997）	 海産無脊椎動物レクチンの構造と機能に関する研究	 畠山　智充	 長崎大工
	349		 平成9年	 （1997）	 消化酵素分泌細胞における開口分泌機構の研究	 福岡　伸一	 京大食研
	350		 平成10年	（1998）	 好熱好気性・絶対独立栄養性水素細菌Hydrogenobacter thermophilus TK-6株の	 石井　正治	 東大院農生科
	 		 	 	 CO2・エネルギー代謝に関する研究
	351		 平成10年	（1998）	 セレクチンブロッカーを中心とする生理活性複合糖質の分子設計と合成に関する研究	 石田　秀治	 岐阜大農
	352		 平成10年	（1998）	 植物糖蛋白質糖鎖の構造と機能及び植物細胞由来の N-グリカン遊離酵素に関する研究	 木村　吉伸	 岡山大農
	353		 平成10年	（1998）	 メタノール資化性酵母における細胞機能制御の分子機構と応用開発に関する研究	 阪井　康能	 京大院農
	354		 平成10年	（1998）	 ヒト抗体の機能発現とその多面的制御に関する研究	 立花　宏文	 九大農
	355		 平成10年	（1998）	 ブドウ球菌ロイコシジン及び γ ヘモリジンの構造と血球崩壊機構に関する研究	 成谷　宏文	 東北大農
	356		 平成10年	（1998）	 軸性キラル試薬を用いる NMR構造解析法の開発とその応用	 福士　幸治	 北大農
	357		 平成10年	（1998）	 呼吸鎖電子伝達系キノン・コネクションの生物有機化学的研究	 三芳　秀人	 京大院農
	358		 平成10年	（1998）	 細菌胞子における発芽の分子論的解明	 森山　龍一	 名大農
	359		 平成10年	（1998）	 植物病害虫に関わる生物活性物質の合成研究	 渡邉　秀典	 東大院農生科
	360		 平成11年	（1999）	 植物特異的生理現象の解明に向けた機能ブロープの創製研究	 浅見　忠男	 理研
	361		 平成11年	（1999）	 Saccharomyces cerevisiae のストレス応答におけるグルタチオン代謝の遺伝生化学的研究	 井上　善晴	 京大食研
	362		 平成11年	（1999）	 分裂酵母の分化を制御する情報伝達系の解析	 川向　　誠	 島根大生資
	363		 平成11年	（1999）	 組織培養によるコケ植物の二次代謝産物の生合成研究	 田崎　弘之	 帯畜大畜産
	364		 平成11年	（1999）	 腸球菌の性フェロモンシグナリングに関する生物有機化学的・分子生物学的研究	 中山　二郎	 東大院農生科
	365		 平成11年	（1999）	 酵母の細胞増殖に必須な機能分子に関する研究	 平田　　大	 広島大院先端
	366		 平成11年	（1999）	 有機合成化学的手法を用いた生体触媒の機能解析と応用に関する研究	 平竹　　潤	 京大化研
	367		 平成11年	（1999）	 イネ種子発芽制御の分子メカニズム	 三ツ井敏明	 新潟大院自然科学
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	368		 平成11年	（1999）	 新規微弱発光系による活性酸素消去能に関する研究	 吉城由美子	 東北大院農
	369		 平成11年	（1999）	 ビタミン B12 の細胞内代謝に関する比較生化学的研究	 渡辺　文雄	 高知女大生科
	370		 平成12年	（2000）	 立体選択性を示す生体触媒の機能解析と光学活性化合物生産への応用	 片岡　道彦	 京大院農
	371		 平成12年	（2000）	 ヒト型ハイブリドーマの抗体産生促進機構に関する研究	 菅原　卓也	 愛媛大農
	372		 平成12年	（2000）	 ユニークな反応を触媒する抗生物質生合成酵素・遺伝子群の解析	 大利　　徹	 富山県大工
	373		 平成12年	（2000）	 糖質をキラルプールとして用いた酵素阻害活性天然物の合成化学的研究	 高橋　俊哉	 理研
	374		 平成12年	（2000）	 糖タンパク質糖鎖の機能解析とそのリモデリングに関する基礎及び応用研究	 竹川　　薫	 香川大農
	375		 平成12年	（2000）	 植物の病害および生理機能に関与する生理活性物質の合成研究	 戸嶋　浩明	 北大院農
	376		 平成12年	（2000）	 環境を汚染する有機塩素系農薬γ-HCH の微生物代謝系の解明	 永田　裕二	 東大院農生科
	377		 平成12年	（2000）	 植物生理活性短鎖アルデヒド生合成系の生理・生化学的研究	 松井　健二	 山口大農
	378		 平成12年	（2000）	 テトロドトキシンに関する生物化学的研究	 山下　まり	 東北大院農
	379		 平成12年	（2000）	 大腸菌の新規RNA分解酵素RNase	G の発見とその機能解析	 和地　正明	 東工大生命理工
	380		 平成13年	（2001）	 微生物由来脱窒遺伝子群の発現調節に関する研究	 新井　博之	 東大院農生科
	381		 平成13年	（2001）	 培養肝細胞の機能維持に関する細胞生物学的・分子栄養学的研究	 小田　裕昭	 名大院生農
	382		 平成13年	（2001）	 黄色ブドウ球菌の 2成分性細胞崩壊毒素のファージ変換及び標的細胞との作用に関	 金子　　淳	 東北大院農
	 		 	 	 する研究
	383		 平成13年	（2001）	 新規イソペンテニル 2 リン酸生合成経路、「非メバロン酸経路」に関する研究	 葛山　智久	 東大分生研
	384		 平成13年	（2001）	 プロテインキナーゼ C結合タンパク質を介する新しい細胞内シグナル伝達機構	 黒田　俊一	 阪大産研
	385		 平成13年	（2001）	 海洋生物毒の精密構造解析と起源生物の追求に関する研究	 佐竹　真幸	 東北大院農
	386		 平成13年	（2001）	 プロトン情報の生物学的エネルギー変換に関する研究	 三本木至宏	 阪大産研
	387		 平成13年	（2001）	 エリスロポエチンの組織特異的発現調節の発見と応用生化学的研究	 増田　誠司	 京大院農
	388		 平成13年	（2001）	 ペプチド性植物細胞増殖因子に関する研究	 松林　嘉克	 名大院生農
	389		 平成13年	（2001）	 食品成分による発がん予防に関する基礎的研究	 村上　　明	 近畿大生物理工
	390		 平成14年	（2002）	 かびの生産する抗酸化物質Bisorbicillinoid類に関する生物有機化学的研究	 阿部　尚樹	 静岡県大食栄
	391		 平成14年	（2002）	 細胞の生死を抑制する天然有機化合物を利用した化学生物学的研究	 掛谷　秀昭	 理研
	392		 平成14年	（2002）	 T細胞による細胞殺傷機能発現の制御機構に関する研究	 片岡　孝夫	 東工大生実セ
	393		 平成14年	（2002）	 葉緑体機能発現と光制御の分子機構に関する研究	 河内　孝之	 奈良先端大バイオ
	394		 平成14年	（2002）	 新しい NMR構造解析法の開発と微生物の生産する新規生物活性物質の精密構造解析	 越野　広雪	 理研
	 		 	 	 に関する研究	
	395		 平成14年	（2002）	 耐塩性酵母Pichia farinosa のキラートキシン SMKT の構造と作用機構に関する研究	 鈴木　チセ	 食総研
	396		 平成14年	（2002）	 真正細菌における主要シグマ因子の多型性に関する研究	 田中　　寛	 東大分生研
	397		 平成14年	（2002）	 真正細菌SRP	RNA の蛋白質分泌・翻訳過程における多機能性についての研究	 中村　幸治	 筑波大生科
	398		 平成14年	（2002）	 皮膚表皮に存在するカルシウム依存性蛋白質架橋酵素の発現と活性調節機構に関す	 人見　清隆	 名大院生農
	 		 	 	 る研究
	399		 平成14年	（2002）	 ゲノム情報に基づく枯草菌の逆遺伝学的研究	 吉田　健一	 福山大工
	400		 平成15年	（2003）	 シロアリ―微生物共生系の分子生態学的研究	 大熊　盛也	 理研
	401		 平成15年	（2003）	 放線菌の二次代謝・形態分化に関する分子遺伝学的研究	 大西　康夫	 東大院農生科
	402		 平成15年	（2003）	 麹菌CCAAT-box結合複合体のアセンブリと転写促進能に関する研究	 加藤　雅士	 名大院生農
	403		 平成15年	（2003）	 細胞増殖シグナルの足場依存性に関与する新規細胞骨格蛋白質に関する研究	 木岡　紀幸	 京大院農
	404		 平成15年	（2003）	 生物活性解明と応用を指向した微量天然有機化合物の合成化学的研究	 清田　洋正	 東北大院農
	405		 平成15年	（2003）	 硫酸転移酵素の多様な機能に関する研究	 榊原　陽一	 宮崎大農
	406		 平成15年	（2003）	 新たな分子標的機序を有する特異的な生理活性物質による生命現象解明研究	 新家　一男	 東大分生研
	407		 平成15年	（2003）	 二次代謝産物を介した高等植物と着生微生物の相互作用研究	 橋床　泰之	 北大院農
	408		 平成15年	（2003）	 細菌の形態形成制御と高分子物質の輸送・分解機構に関する構造生物学的研究	 橋本　　渉	 京大院農
	409		 平成15年	（2003）	 アリジゴクの殺虫性蛋白質および関連物質の分子構造と作用機構に関する研究	 松田　一彦	 近畿大農
	410		 平成16年	（2004）	 光合成微生物の光誘導性遺伝子発現調節機構：転写・後転写に関与するシス配列と	 朝山　宗彦	 茨城大農
	 		 	 	 トランス因子
	411		 平成16年	（2004）	 核酸および脂質の代謝に関与する新規微生物反応の探索と開発	 小川　　順	 京大院農
	412		 平成16年	（2004）	 細胞老化を規定する分子機構の解明とその応用に関する研究	 片倉　喜範	 九大院農
	413		 平成16年	（2004）	 糸状菌と植物におけるジベレリン生合成酵素の構造と機能に関する研究	 川出　　洋	 東農工大農
	414		 平成16年	（2004）	 有機ハロゲン化合物の微生物酵素変換：精密反応解析による新しい分子論展開と応用	 栗原　達夫	 京大化研
	415		 平成16年	（2004）	 微生物のポリリン酸研究の新展開	 黒田　章夫	 広島大院先端物質
	416		 平成16年	（2004）	 有用な生物活性および特異な構造を有する天然有機化合物の合成研究	 滝川　浩郷	 神戸大農
	417		 平成16年	（2004）	 天然有機化合物の構造解析のための NMR法の開発研究とその応用	 福士　江里	 北大院農
	418		 平成16年	（2004）	 食品膜利用プロセスの工学的基盤研究	 藤井　智幸	 新潟薬大応生科
	419		 平成16年	（2004）	 蛋白質分解シグナルとしての糖鎖機能の発見	 吉田　雪子	 東京都医学研究機構
	421		 平成17年	（2005）	 微生物の増殖と分化に関わる共生的相互作用と環境因子群との応答に関する分子生	 上田　賢志	 日大生資科
	 		 	 	 物学的研究
	422		 平成17年	（2005）	 細胞骨格を標的とした低分子化合物の作用機構解析	 臼井　健郎	 理研
	423		 平成17年	（2005）	 ハナショウガ主成分等を利用した高選択的反応の開発と有用生理活性物質合成に関	 北山　　隆	 近畿大農
	 		 	 	 する研究
	424		 平成17年	（2005）	 重要穀類に感染する多犯性病原糸状菌に関する研究	 木村　　真	 理研
	425		 平成17年	（2005）	 カビの嫌気的エネルギー獲得機構の多様性	 高谷　直樹	 筑波大院生環
	426		 平成17年	（2005）	 アレルギー初期応答の分子機構と免疫担当細胞の分化に関する研究	 西山　千春	 順天堂大院医
	427		 平成17年	（2005）	 バクテリアによるリグニン由来化合物代謝系の解明	 政井　英司	 長岡技科大工
	428		 平成17年	（2005）	 糖鎖ライブラリーを活用した分子認識プローブの構築に関する研究	 村田　健臣	 静岡大農
	429		 平成17年	（2005）	 動物の新規酵素の探索とホスホジエステラーゼ類に関する基盤的研究	 矢中　規之	 広島大院生圏
	430		 平成18年	（2006）	 アーバスキュラー菌根共生における共生制御物質に関する研究	 秋山　康紀	 阪府大院生命
	431		 平成18年	（2006）	 圧力生理学から見た高水圧による酵母生理機能の活性化	 阿部　文快	 海洋研究開発機構
	432		 平成18年	（2006）	 麹菌酵素の O-結合型糖鎖機能と糖鎖合成機構	 後藤　正利	 九大院農
	433		 平成18年	（2006）	 アブラナ科植物の自家不和合性における花粉因子の研究	 柴　　博史	 奈良先端大バイオ
	434		 平成18年	（2006）	 抗体産生を制御する機能分子に関する研究	 高橋　宜聖	 国立感染症研
	435		 平成18年	（2006）	 核内レセプターリガンドの生理作用発現機構に関する研究	 武山　健一	 東大分生研
	436		 平成18年	（2006）	 食物アレルゲン構造の解析とそのアレルギー対応食品開発への応用	 田辺　創一	 広島大院生圏
	437		 平成18年	（2006）	 新規な二原子酸素添加反応を含むダイオキシン関連化合物生分解系の構造生物学的・	 野尻　秀昭	 東大生物工学セ
	 		 	 	 分子遺伝学的研究
	438		 平成18年	（2006）	 呼吸鎖電子伝達系を阻害するバンレイシ科アセトゲニンの有機化学的研究	 真壁　秀文	 信州大院農
	439		 平成18年	（2006）	 Ca2＋信号伝達経路による細胞周期制御の発見及びその分子機構に関する研究	 水沼　正樹	 広島大院先端物質
	440		 平成19年	（2007）	 光合成生物におけるアスコルビン酸ペルオキシダーゼの発現調節機構と生理機能の	 石川　孝博	 島根大生資科
	 		 	 	 解明
	441		 平成19年	（2007）	 X線結晶構造解析による酵素反応の分子機構に関する研究	 角田　佳充	 九大院農
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	442		 平成19年	（2007）	 微生物NAD キナーゼの構造と機能に関する研究	 河井　重幸	 京大院農
	443		 平成19年	（2007）	 有用糖質関連酵素遺伝子の構造と機能に関する研究	 高島　　晶	 理研
	444		 平成19年	（2007）	 ゲノム安定化維持に必要な DNA複製チェックポイント機構に関する研究	 田中　克典	 関西学院大理工
	445		 平成19年	（2007）	 高等植物と糸状菌におけるジテルペン生合成・環化酵素遺伝子に関する研究	 豊増　知伸	 山形大農
	446		 平成19年	（2007）	 発生・分化に関わるペプチド・タンパク質の立体構造解析と構造―機能相関	 永田　宏次	 東大院農生科
	447		 平成19年	（2007）	 求電子性食品成分の機能性/安全性に関する化学生物学的研究	 中村　宜督	 岡山大院自然科学
	448		 平成19年	（2007）	 糖タンパク質糖鎖の機能解明に向けた化学的アプローチ	 松尾　一郎	 理研
	449		 平成19年	（2007）	 微生物による C1化合物代謝とその生理機能に関する分子細胞生物学的研究	 由里本博也	 京大院農
	450		 平成20年	（2008）	 酵母のストレス応答における mRNA代謝機構に関する研究	 井沢　真吾	 京大院農
	451		 平成20年	（2008）	 複素環を中心とする生理活性天然環式化合物の合成研究	 石神　　健	 東大院農生科
	452		 平成20年	（2008）	 DNA修復や複製に関係する蛋白質のテロメアにおける機能の解明	 上野　　勝	 広島大院先端物質
	453		 平成20年	（2008）	 放線菌由来ヘテロ環含有抗生物質の生合成に関する分子生物学的研究	 尾仲　宏康	 富山県大工
	454		 平成20年	（2008）	 微生物の多様な環境応答とその分子機構	 金丸　京子	 名大院生農
	455		 平成20年	（2008）	 酵母における脂質の代謝と膜輸送に関する研究	 福田　良一	 東大院農生科
	456		 平成20年	（2008）	 糖質分解酵素と特殊環境で働く酵素の構造生物学的研究	 伏信　進矢	 東大院農生科
	457		 平成20年	（2008）	 糖と脂質の恒常性維持に関与する ABC タンパク質の研究	 松尾　道憲	 京大院農
	458		 平成20年	（2008）	 DNA合成酵素の分子種選択的阻害剤の探索研究	 水品　善之	 神戸学院大栄養
	459		 平成20年	（2008）	 生合成機能の高度異種発現に基づく次世代物質生産	 渡辺　賢二	 南カリフォルニア大薬
	460		 平成21年	（2009）	 細胞内輸送を介した植物の多様な環境応答機構に関する研究	 稲葉　丈人	 岩手大21世紀COE
	461		 平成21年	（2009）	 抗酸化食品因子の生体内標的部位と酸化ストレス制御機構に関する研究	 河合　慶親	 徳島大院ヘルスバイオ
	462		 平成21年	（2009）	 油糧微生物の代謝工学と機能性脂質生産への応用に関する研究	 櫻谷　英治	 京大院農
	463		 平成21年	（2009）	 腸管免疫系におけるアレルギー反応機構とその腸内共生菌による制御に関する分子	 高橋　恭子	 日大生資科
	 		 	 	 生物学的研究
	464		 平成21年	（2009）	 レクチンの構造・機能解析と糖鎖生物学への応用	 舘野　浩章	 産総研
	465		 平成21年	（2009）	 ゲノム解析によるシロアリ腸内共生難培養性細菌の機能解明	 本郷　裕一	 理研
	466		 平成21年	（2009）	 味覚シグナル伝導路の解明	 松本　一朗	 東大院農生科
	467		 平成21年	（2009）	 種子タンパク質に関する食糧科学・細胞生物学的研究と食源性疾患を予防する作物	 丸山　伸之	 京大院農
	 		 	 	 への展開
	468		 平成21年	（2009）	 テルペノイド植物ホルモンの生合成と生理機能に関する研究	 山口信次郎	 理研
	469		 平成21年	（2009）	 高等植物における二成分制御系関連分子の体系的解析	 山篠　貴史	 名大院生農
	470		 平成22年	（2010）	 枯草菌の二次代謝制御機構に関する研究	 稲岡　隆史	 食総研
	471		 平成22年	（2010）	 植物のイソプレノイド生合成酵素遺伝子の機能と発現制御機構に関する研究	 岡田　憲典	 東大生物工学セ
	472		 平成22年	（2010）	 枯草菌のクオラムセンシングフェロモンに見られる新規翻訳後修飾の解明	 岡田　正弘	 東北大院理
	473		 平成22年	（2010）	 α-グリコシダーゼの機能と構造に関する研究	 奥山　正幸	 北大院農
	474		 平成22年	（2010）	 分子遺伝学的手法を用いた亜鉛トランスポーターの機能に関する研究	 神戸　大朋	 京大院生命
	475		 平成22年	（2010）	 グラム陰性細菌の細胞表層形成に関与する ABC トランスポーターの研究	 成田新一郎	 東大分生研
	476		 平成22年	（2010）	 ホモポリアミノ酸の生合成に関する研究	 濱野　吉十	 福井県大生資
	477		 平成22年	（2010）	 植物多糖に作用する糖質分解酵素の構造生物学的研究	 藤本　　瑞	 生物研
	478		 平成22年	（2010）	 味覚受容・応答の分子生物学的解析とヒト甘味感覚計測細胞系の開発	 三坂　　巧	 東大院農生科
	479		 平成22年	（2010）	 立体化学の解明を指向した天然有機化合物の合成とその生物有機化学への展開	 矢島　　新	 東農大応生
	480		 平成23年	（2011）	 免疫系における T細胞抗原認識および免疫制御機構の分子生物学的解明	 伊勢　　渉	 ワシントン大医
	481		 平成23年	（2011）	 光合成電子伝達鎖を制御する葉緑体酸素発生系タンパク質の分子機能に関する研究	 伊福健太郎	 京大院生命
	482		 平成23年	（2011）	 腸内細菌における新規な代謝機能の発見と解析およびその高度利用	 片山　高嶺	 石川県大資源研
	483		 平成23年	（2011）	 天然物を範とした疾患関連蛋白質阻害剤の創成研究	 今野　博行	 山形大院理工
	484		 平成23年	（2011）	 細胞内物流システムを制御するカルシウム結合タンパク質に関する研究	 柴田　秀樹	 名大院生農
	485		 平成23年	（2011）	 化学生態学と免疫学に関連する生体機能分子の合成	 田代　卓哉	 理研
	486		 平成23年	（2011）	 光合成炭素代謝の制御機構に関する研究	 田茂井政宏	 近畿大農
	487		 平成23年	（2011）	 天然発がんプロモーター研究の新展開	 中川　　優	 理研基幹研
	488		 平成23年	（2011）	 昆虫の摂食行動に関する生物有機化学的研究	 永田　晋治	 東大院農生科
	489		 平成23年	（2011）	 時間軸に注目した昆虫と線虫の発育調節機構の解明	 丹羽　隆介	 筑波大院生環
	490		 平成24年	（2012）	 構造が複雑なシアル酸含有糖鎖および糖脂質の合成化学的研究	 安藤　弘宗	 岐阜大応生科・京大iCeMS
	491		 平成24年	（2012）	 酸味受容体の発見とその味覚伝達機構の解明	 石丸　喜朗	 東大院農生科
	492		 平成24年	（2012）	 生物活性の探索と解明を指向した有用化合物の合成研究と化学生物学的研究	 倉持　幸司	 京府大院生命環境
	493		 平成24年	（2012）	 天然物合成を基軸とした小分子プローブ創成と化学生物学研究	 齊藤安貴子	 大阪電通大工
	494		 平成24年	（2012）	 腸管における食品因子の吸収及び機能性・安全性に関する細胞生物学的研究	 薩　　秀夫	 東大院農生科
	495		 平成24年	（2012）	 セスクアテルペン（C35 テルペン）の探索と生合成に関する研究	 佐藤　　努	 新潟大院自然科学
	496		 平成24年	（2012）	 新奇乳酸菌バクテリオシンの探索とその構造と機能に関する研究	 善藤　威史	 九大院農
	497		 平成24年	（2012）	 食品と生体の生理活性成分のスピアヘッド分析法の開発と応用	 仲川　清隆	 東北大院農
	498		 平成24年	（2012）	 “多細胞生物”麹菌の細胞間連絡を制御するオルガネラ Woronin	body に関する研究	 丸山　潤一	 東大院農生科
	499		 平成24年	（2012）	 微生物発酵法による植物アルカロイド生産とその応用	 南　　博道	 石川県大資源研
	500		 平成25年	（2013）	 放線菌線状プラスミドにコードされた抗生物質生合成クラスターの遺伝学的・生物	 荒川　賢治	 広島大院先端研
	 		 	 	 有機化学的解析
	501		 平成25年	（2013）	 光合成生物における生存戦略の分子機構に関する研究	 石崎　公庸	 京大院生命
	502		 平成25年	（2013）	 小型実験魚類を用いた脊椎動物味覚伝導の普遍性の解明	 岡田　晋治	 東大院農生科
	503		 平成25年	（2013）	 tRNA を標的とする毒素に関する研究	 小川　哲弘	 東大院農生科
	504		 平成25年	（2013）	 海洋生物由来の発光タンパク質に関する生物有機化学的研究	 久世　雅樹	 神戸大院農
	505		 平成25年	（2013）	 ビフィズス菌のオリゴ糖代謝機構の解明および代謝酵素群の高度利用に関する研究	 本　　完	 農研機構食総研
	506		 平成25年	（2013）	 植物の生育促進への利用に資する，枯草菌の転写応答機構の研究	 広岡　和丈	 福山大生命工
	507		 平成25年	（2013）	 酵母発現系を用いたハイスループット構造生物学	 水谷　公彦	 京大院農
	508		 平成25年	（2013）	 酸化ストレスに着目したアミロイド β ペプチドの神経細胞毒性発現機構	 村上　一馬	 京大院農
	509		 平成25年	（2013）	 大腸菌環境応答ネットワークに関する包括的研究	 山本　兼由	 法政大生命科学
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2014年度学会賞等受賞者紹介（敬称略）
○日本農芸化学会賞（2件，50音順）
加納　健司（かのう　けんじ）

1954年生まれ／1982年京都大学大学院農学研究科農芸化学専攻
博士課程修了，農学博士／現在，京都大学大学院農学研究科・ 
教授

宮澤　陽夫（みやざわ　てるお）
1950年生まれ／1982年東北大学大学院農学研究科食糧化学専攻
博士課程修了，農学博士／現在，東北大学未来科学技術共同セン
ター・プロジェクトリーダー・教授，東北大学大学院農学研究
科・教授

○日本農芸化学会功績賞（2件，50音順）
安達　修二（あだち　しゅうじ）

1951年生まれ／1978年京都大学大学院農学研究科食品工学専攻
博士課程中途退学，農学博士／現在，京都大学大学院農学研究
科・教授

横田　明穂（よこた　あきほ）
1948年生まれ／1977年大阪府立大学大学院農学研究科博士課程
単位取得後中退，農学博士／現在，奈良先端科学技術大学院大学
バイオサイエンス研究科・教授

○農芸化学技術賞（4件，順不同）
山本　直之（やまもと　なおゆき）

1958年生まれ／1984年東京工業大学生命理工学研究科修士課程
修了，理学博士／現在，カルピス（株）研究戦略部・部長

中村　康則（なかむら　やすのり）
1962年生まれ／1986年北海道大学薬学部製薬化学科卒業，農学
博士／現在，カルピス（株）発酵応用研究所・次長

協和発酵バイオ株式会社
2008年10月1日（創立）／代表取締社長：石野修一

北林　雅夫（きたばやし　まさお）
1968年生まれ／2004年広島大学大学院生物圏科学研究科生物資
源開発学専攻博士課程修了，農学博士／現在，東洋紡（株）バイオ
ケミカル事業部・部員

小松原　秀介（こまつばら　ひでゆき）
1964年生まれ／1987年東京農工大学工学部高分子工学科卒業，
工学士／現在，東洋紡（株）ライフサイエンス事業部・マネ
ジャー

今中　忠行（いまなか　ただゆき）
1945年生まれ／1969年大阪大学大学院工学研究科醗酵工学専攻
修士課程修了，工学博士／現在，立命館大学生命科学部・教授，
学部長

牧野　聖也（まきの　せいや）
1974年生まれ／2001年名古屋大学大学院生命農学研究科修士課
程修了／現在，（株）明治 食機能科学研究所・研究員

池上　秀二（いけがみ　しゅうじ）
1958年生まれ／1982年京都大学農学部食品工学科卒業，博士（農
学）／現在，（株）明治 食機能科学研究所・部長

狩野　宏（かの　ひろし）
1972年生まれ／1998年東京大学大学院農学生命科学研究科修士
課程修了，博士（農学）／現在，（株）明治 食機能科学研究所・グ
ループ長

伊藤　裕之（いとう　ひろゆき）
1956年生まれ／1979年東京農工大学農学部農芸化学科卒業，博
士（生物資源科学）／現在，（株）明治 食機能科学研究所・所長

○農芸化学奨励賞（10件，50音順）
石井　剛志（いしい　たけし）

1977年生まれ／2005年名古屋大学大学院生命農学研究科応用分
子生命科学専攻博士課程修了，博士（農学）／現在，静岡県立大学
食品栄養科学部食品生命科学科・助教

大坪　嘉行（おおつぼ　よしゆき）
1973年生まれ／2001年東京大学大学院農学生命科学研究科応用
生命工学博士課程修了，博士（農学）／現在，東北大学大学院生命
科学研究科生態システム生命科学専攻・助教

柴田　貴広（しばた　たかひろ）
1979年生まれ／2006年名古屋大学大学院生命農学研究科応用分
子生命科学専攻博士後期課程修了，博士（農学）／現在，名古屋大
学大学院生命農学研究科応用分子生命科学専攻・助教，JSTさ
きがけ研究者兼任

鈴木　卓弥（すずき　たくや）
1973年生まれ／2005年北海道大学大学院農学研究科博士課程修
了，博士（農学）／現在，広島大学大学院生物圏科学研究科生物機
能開発学専攻・准教授

都築　毅（つづき　つよし）
1975年生まれ／2005年東北大学大学院農学研究科応用生命科学
専攻後期3年の課程修了，博士（農学）／現在，東北大学大学院農
学研究科生物産業創成科学専攻・准教授

沼田　倫征（ぬまた　ともゆき）
1975年生まれ／2003年九州大学大学院生物資源環境科学府生物
機能科学専攻博士課程修了，博士（農学）／現在，（独）産業技術総
合研究所バイオメディカル研究部門・主任研究員

藤村　由紀（ふじむら　よしのり）
1975年生まれ／2003年九州大学大学院生物資源環境科学府生物
機能科学専攻博士課程修了，博士（農学）／現在，九州大学先端融
合医療レドックスナビ研究拠点・准教授

古川　壮一（ふるかわ　そういち）
1973年生まれ／2001年九州大学大学院農学研究科食糧化学工学
専攻博士課程修了，博士（農学）／現在，日本大学生物資源科学部
食品生命学科食品微生物学研究室・准教授

丸山　如江（まるやま　ゆきえ）
1975年生まれ／2004年京都大学大学院農学研究科応用生命科学
専攻博士課程修了，博士（農学）／現在，京都大学大学院農学研究
科食品生物科学専攻，日本学術振興会特別研究員（RPD）

吉村　和也（よしむら　かずや）
1973年生まれ／2001年近畿大学大学院農学研究科農芸化学専攻
博士後期課程修了，博士（農学）／現在，中部大学応用生物学部食
品栄養科学科・准教授
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【2014年度学会賞等副賞ご寄付会社名】

♢　アサヒグループホールディングス　株式会社
♢　味　　　　　　の　　　　　　素　株式会社
♢　キ ッ コ ー マ ン　株式会社
♢　協 和 発 酵 キ リ ン　株式会社
♢　キ リ ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス　株式会社
♢　サ ッ ポ ロ ビ ー ル　株式会社
♢　サントリーホールディングス　株式会社
♢　日 本 コ カ ・ コ ー ラ　株式会社
♢　株式会社　明　　　　　　　　　　　　　治
♢　株式会社　ヤ ク ル ト 本 社
♢　ラ イ オ ン　株式会社
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