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アグリザイム野菜とは？ 

機能性野菜の摂取で自ら健康を維持する 

 

高齢化社会の到来、生活習慣病(糖尿病・高血圧症)の増加、医学の進歩に伴う高度先端医療

費の増で国民医療費は毎年増え続けております。2019 年の 46 兆円が 2030 年には 63 兆円にな

ると厚労省が予測し、健康保険制度の破綻が懸念されております。 

参照： https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000536591.pdf 

日本の医療の特徴は、病気の診断学と治療学は進歩しておりますが、病気を防ぐための予防医

学は未だほとんど進んでいない様です。 

 

 私達は、美味しくて、健康に寄与できる機能性野菜の生産サポートの新事業展開を始めまし

た。微力ではありますが、万物の健康のためにも、水・空気を良くし、壊れた土壌生態系の機

能を蘇らせていきたいと考えております。 

長年の研究結果より好熱性微生物の作り出す酵素+ミネラル+カルシウム剤などを併用する

技術（アグリザイム管理技術）で、うま味成分であるグルタミン酸などが増加し、生体防御関

連遺伝子である、HSP90 及び HPL が高まる傾向が強いことが明らかとなりました。 

HSP（ﾋｰﾄｼｮｯｸﾌﾟﾛﾃｨﾝ）は、悪くなった細胞を修理・再生して、強く元気にしてくれるタンパク

質で、HSP が増えると免疫力がアップしてストレスに強くなります。また HPL（ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟｰｵｷｼﾄﾞ・

ﾘｱｰｾﾞ）は作物本来の香り成分（ﾌｨﾄﾝﾁｯﾄﾞ）を合成するための必須の酵素です。 

この植物本来の香り成分が高まることにより副次的にセンチュウなどの外敵が近づきにくく

なることが期待されます。また、土壌の有用な微生物群が活発になるために、土壌生態系の影

響によって根の伸張に寄与する遺伝子も発現する傾向もあります。 

（H25 年度 3 月 日本農芸化学会報告：千葉大・日環科学） 

これらの要因から、増収・品質向上・棚持ち向上は元より、異常気象、根の傷害にも強くなり、

安定生産に貢献すると同時に、アグリザイム管理技術で、うま味成分、抗酸化力、免疫力、香

り成分など植物本来の力を最高に高められる機能性野菜の生産が期待されております。 

 



アグリザイム管理技術 

アグリザイム（農業 agriculture+酵素 enzyme+ミネラル mineral）平成 25 年 4 月 26 日商標登録 

 

農産物は、安心・安全は当たり前、美味しさと機能性で競う時代がきています。 

美味しい農作物は、植物が必要とする肥料成分を土壌に合わせて各種ミネラルなどをバランス良

く施肥する管理技術がポイントとなります。その上で、私たちは土壌の生態系を改善しながら栽

培管理する技術として、アグリザイム管理技術を推奨しています。 

 

1、アグリザイム管理技術について 

①有機質などの堆肥類は炭素率や肥料成分内容、ＥＣ、ＰＨをよく確認し、素材の分かっている

ものを適量（反当３００Ｋｇ以内）入れます。木質チップ系（牛糞堆肥でも木質チップ混入物）

は投入しないことが肝心です。できれば腐植酸資材を使用することが望ましいです。 

②土壌診断を実施し、メタボな土壌（過剰な窒素濃度、塩基飽和度 90％以上）であれば、全体の

施肥量を減らし、キチン酵素（液肥）で土壌の生態系を改善し + 水溶性ミネラルで土壌のミ

ネラルバランスを整えます。 

             作物別目標肥料濃度（EC値）及び PF 値の目安（参考）注) 

作 物 EC 値・PF 値 定植初期 第一果収穫時 最盛期 

葉菜類 EC 値 0.5～0.8 収穫時期 0.4 を維持 
維持出来ない

場合は追肥 

果菜類 
EC 値 0.4～0.5 0.5～0.8 １.0～1.2 

PF 値 2.0～2.3 1.8～2.2 1.8～2.2 

   注)土壌の種類、作物により目標値が異なりますので詳細は別途資料を参考にして下さい。 

③土壌分析データや生育状況に合わせて必要な成分（N・P・K・Ca・Mg・B・Mn・Mo 等）を追肥、 

または液肥で潅水や葉面散布をします。その結果、キチン酵素・ミネラル・カルシウムの施用

で、さまざまな生体防御に関与する遺伝子が発現し、副次的に病害虫に強い植物体環境とな

ると同時に、うま味成分や機能性成分に富んだ健康野菜が生産されます。また、アグリザイ

ム管理技術では多収穫、低コスト・省力化生産が可能となります。 

 

2、15年間の農業現場での事例より 

①長年キュウリのセンチュウ被害で悩んでいた農家が、増収と品質向上とともに、キチン酵素と 

 ミネラルでの土壌生態系の改善により副次的にセンチュウ被害が激減しております。 

②ナスの不治の病と言われる半身萎凋病が、キチン酵素の株元施用で副次的に回復しています。 

③キチン酵素とミネラルの施用によって果菜類、葉菜類で以前より美味しくなったと絶賛されて

おります。 

④ナスの機能性向上試験で、処理区はポリフェノール濃度が 1.3 倍増加、抗酸化活性の指標とな

る DPPH 活性は、1.5 倍ほどに増加しナスの平均収量は、約 10～20％の増収効果があったと 

 推定しております。 

 

 

 

 



効果を引き出すポイント 

このような事例は、植物にとっての栄養バランス（土壌の肥効成分のバランス）がある程度、

整っている条件下で初めて効力が発揮されます。そこで、以下の点に気をつける必要があります。 

①未熟な堆肥、オガクズ入り畜ふん堆肥、樹皮堆肥などを使用しない。 

オガクズ、樹皮などを畜ふんに混合した堆肥の多くは未熟です。良質でない未熟な堆肥の連用

は、不要な病原性の微生物活性を高めたり、逆に微量要素欠乏症が発生し収量や品質低下の一因

になることが知られています。また、過剰な化学肥料の施用は、必要な土壌微生物の活性を下げ

る要因になっています。これらの圃場では、センチュウなど病害虫全体の被害が増加することが

専門家の間では推察されています。以上の理由から、堆肥は、品質の良いものを 300kg（多くて

も 500Ｋｇ）以下として、長年入れた圃場は土壌の成分バランスを考えて投与を調整するか、あ

るいは控える。 

②PH調整（昨今、地下水の PH が高くさまざまな弊害がでてきています。）  

③塩基バランス（苦土・石灰・カリ）と塩基飽和度を 80％～90％に調整。 

④肥料を切らさないこと。（緩効性肥料の利用、追肥の実施） 

（肥料の欠乏によって病害が発生しやすくなります） 

 

3、学術機関などの研究成果 

長年の研究結果より好熱性微生物の作り出す酵素、 

（好熱菌発酵産物を含有する液肥［商品名：キチン酵素］）を用いることによって、 

①うま味成分であるグルタミン酸などが増加（図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②生体防御関連遺伝子である、HSP 及び HPL が高まる傾向が強い（図 2） 

HSP（ﾋｰﾄｼｮｯｸﾌﾟﾛﾃｨﾝ）は、悪くなった細胞を修理・再生して、強く元気にしてくれるタンパク

質で、HSP が増えると免疫力がアップしてストレス（低温・高温障害など）に強くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 

図 2 



③土壌の有用な微生物群が活発になるために、土壌生態系の影響によって根の伸張に寄与する遺

伝子も発現する傾向が強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する研究成果：H25 年度 3 月 日本農芸化学会報告：千葉大学他） 

 

これらの要因から、増収・品質向上・棚持ち向上は元より、異常気象、根の傷害にも強くなり、

安定生産に貢献します。さらに、アグリザイム管理技術で、うま味成分、抗酸化力、免疫力、香

り成分など植物本来の力を最大限引き出す機能性野菜の生産が期待されております。 

 

2013年度レタス作物分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2013年度白菜作物分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※露地野菜の栽培は、気象条件や外的環境の変化が大きく影響するため、野菜機能性成分値が 

常に一定とは限りません。更に機能性成分を安定的に高める肥培管理技術が必要です。 

栽培条件 

・土壌熟成期間 2 日 

・春化処理 2 日・栽培期間 13 日 

・日照時間 24 時間室温 23℃ 

・発酵物添加区 0.1％（100mg）／培土 100g 

・発酵液添加区 200u ﾘｯﾄﾙ／培土 100g 

 

（オーキシン） 

当該遺伝子は発根誘導、根毛部の硝酸吸収と 

成長制御の役割が知られています。 



ナスの機能性向上試験での結果
某県のナス部会機能性プロジェクトチ－ムにおいて、キチン酵素+エコミネラル施用
における機能性向上試験が 2013 ～ 2015 年に実施されました。（８名参加）

キチン酵素+エコミネラルを定期的に施用している圃場の作物を成分分析を行うと、
ポリフェノールが増加しているという結果報告が全国各地から上がっています。

ビタミン C濃度がほぼ変わらない条件においても、処理区はポリフェーノール濃度が
1.3 倍増加しており、抗酸化活性の指標となる DPPH 活性は 1.5 倍ほど増加している
という結果となりました。また、プロジェクトチームに参加していた８名の 2017 年
の平均収量が 20tを超えており、　当県のナスの平均収量が 16 ～ 18tであることから、
約 10 ～ 20％の増収効果があったと考えられます。
（ ※１   定植：8～ 9月　収穫：6月末まで　最高収量は 23ｔ ）

※１

① 水（溶液）の pHの管理をしっかりする。目標値は pH6.0 ～ 6.5。
② 収穫が始まったら EC値を 1.0 以上に維持する。
③ キチン酵素＋エコミネラルを週 1回、1kg/10a を灌水チューブで流す。

再現性の
　条件

その後の分析結果
キチン酵素を施肥したナスの栄養成分評価（オミックス解析による検証含む）が、
2017 年に実施されました。　（2017 年 2月サンプル）

(p<0.05)
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分析対象物質501種類のうち、濃度の濃い有意なもの。

アミノ酸 アミノ酸シアル酸

L-Lysine: 必須アミノ酸
N-acetylneuraminic acid: シアル酸（感染防御効果）
L-Glutamine: アミノ酸（粘膜保護作用）

高知ナスのメタボローム解析データ

対照区と比べキチン酵素添加区では、

アミノ酸である L-Lysine と L-Glutamine、
シアル酸のN-Acetylneuraminic acid が
増加しており、キチン酵素の添加によって
増加したと考えられる。

高知ナスのメタボローム解析データ

キチン酵素がポリフェノール濃度に与える影響



高知ナスのメタボローム解析データ (p<0.05)

有益と考えられる物質の増加（ただし、低濃度であるため力価は不明。）
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Phloridzin: 配糖体（血糖値を降下させる）
Zea�n-9-glucoside: サイトカイニン（植物の成長を促進する）
β-Nico�namide adenine dinucleo�de hydrate: ビタミン（酸化還元に関与する）

高知ナスのメタボローム解析データ

抗酸化能活性（DPPH）

DPPH（ジフェニルピクリルヒドラジル）：DPPHを用いた食品の抗酸化能力測定。数値が大きいほど抗酸化能が高く、
「動脈硬化」・「糖尿病」・「癌」などの原因とされる”活性酸素”から体を守ることが期待される。

（市販品の参考値を100とした場合）
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ポリフェノール：抗酸化機能、脂肪の吸収阻害、抗アレルギー活性などがあるとされ、作物の機能性を評価する上で
注目されている物質である。
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キチン酵素添加区は、対照区の約 1.1 倍、
市販品の約 2倍、抗酸化能活性DPPHの値が
高かった。

キチン酵素添加区は、対象区の約 1.2 倍、
市販品の約 1.01 倍、ポリフェノールの値が
高かった。

①キチン酵素の添加によって、必須アミノ酸・シアル酸（感染防御効果）・アミノ酸
　（粘膜保護作用）が増加した。
②低濃度のため力価は不明であるが、キチン酵素添加区では血糖値の降下など有益
　と考えられる物質の増加がみられた。
③抗酸化活性は、対照区・キチン酵素添加区ともに増加していたが、キチン酵素添加
　区の方が増加割合がやや高かった。

まとめ

濃度が低いため力価は不明で
あるが、キチン酵素添加区で
は血糖値を降下させる配糖体
である Zeatin-9-glucoside、
酸化還元に関与するビタミン
であるβｰNicotinamide 
adenine dinucleotide hydrate
が増加した。

名称 特性など

L-Lysine 必須アミノ酸。タンパク質構成成分。
ヒストン、アルブミン、筋肉タンパク質などに多い。

N-acetylneuraminic acid シアル酸。ウイルスや細菌等と結合する
ことで、感染を防ぐ効果が期待される。

L-Glutamine アミノ酸。筋肉中に多く存在し、筋肉の
エネルギー源となる。腸管や胃の粘膜保護作用が
ある。窒素分の貯蔵、タンパク質代謝に関わる。

Phloridzin 配糖体。リンゴ、ナシ等の樹皮に含まれる。
ナトリウム依存性グルコーストランスポーター
を阻害して、腸管における糖九州や、腎尿管における
糖の再吸収を阻害し、血糖を硬化させる作用を有する。

Zeatin-9-glucoside サイトカイニン。植物の成長を促進する。

Β-Nicotinamide adenine 
dinucleotide hydrate

ビタミン。酸化還元酵素に関与する補酵素。

産学連携型・大学発ベンチャー

株式会社サーマス
Sermas co., ltd.

研究協力:千葉大学・理化学研究所・東京大学

キチン酵素を施肥したナスの栄養成分評価
（オミックス解析による検証を含む）

参考資料



アグリザイム管理技術による機能性野菜の生産をサポート 

 

1、事業の説明 

農業生産物は安心・安全は当たり前、美味しさと機能性で競う時代がきています。 

長年の研究により、土壌の生態系を改善し、植物が本来持っているうま味成分、抗酸化力、免疫

力、香り成分など植物本来の力を最高に高められる機能性野菜の生産を目指しております。 

このたび千葉大発のベンチャー企業（㈱サーマス）と提携し、アグリザイム管理技術による野菜

を分析・評価していく予定です。美味しく、機能性（免疫力、抗酸化力、ミネラルバランス）に

富んだ高付加価値野菜（アグリザイム野菜）を開発し農家の販売のサポートをしていきたいと考

えております。 

 

2、事業を構想するに至った経緯は、 

好熱菌発酵産物「商品名：キチン酵素」の研究者であります、千葉大学大学院客員教授（日環科

学㈱代表取締役／㈱サーマス代表取締役副社長）宮本浩邦医学博士などの日本農芸化学会での発

表が事業の基になっております。 

好熱菌発酵産物［商品名：キチン酵素］施用で、 

①うま味成分であるグルタミン酸が増える。（2012 年度日本農芸化学会報告） 

②ストレス耐性遺伝子である HSP90 の発現量が変化する。（2013 年度  〃   ） 

③作物本来の香り成分（フィトンチッド）を合成する酵素（HPL）の発現が高まる。 

      （2013 年度 日本農芸化学会報告：千葉大・日環科学） 

一方、酵素が十分に働くにはミネラルは不可欠です。 

酵素+ミネラルなどミネラルバランスを重視した肥培管理技術（アグリザイム管理技術）で、 

機能性野菜（アグリザイム野菜）の販売で消費者の嗜好の変化により年々減少し続けている野菜

の消費拡大に繋げたいと考えております。 

 

3、外部提携先 

研究者：宮本浩邦 (医学博士) 千葉大学大学院（園芸）連携客員教授  

理化学研究所 (生命医科学) 客員主管研究員千葉大学大学院融合科学研究科  

好熱菌発酵産物（商品名：キチン酵素）国際登録寄託済み。米国 ATCC 寄託番号 PTA-1773 

作物分析：千葉大発ベンチャー㈱サーマス 研究室：千葉大学知識集約型共同拠点 2403 号室 

 

4、事業の魅力、地域への貢献等 

多くの農家が農業の未来に不安を感じております。また一方では国民医療費が年々増え続け危機

的状況にあります。国民の健康につながる、美味しくて、機能性に富んだ野菜を分析・評価する

ことにより、数値による高付加価値化が実現します。これによって、農家の経営や栽培意欲の向

上に繋がり、また機能性野菜を栽培提供することにより、国民の医療費の低減に繋がることが期

待されます。 



医療費の将来見通し

※１．内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」（平成30年５月21日）に対応した国民医療費の将来見通しである。
※２．「計画ベース」は、地域医療構想、医療費適正化計画、介護保険事業計画を基礎とした見通しである。「現状投影」は、現状の年齢別受療率・利用率を基に機械的に計算した将来の患者
数や利用者数に基づく見通しである。仮に、計画ベースを現状投影と比べると、医療費が少ない（2040年度で▲1.8兆円程度）一方、介護費が多く（2040年度で＋1.3兆円程度）なっており、疾
病や状態像に応じてその人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会の実現を目指す現在の取組みを反映したものとなっている。なお、介護保険事業計画において、地域医療
構想実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床から介護保険施設等への転換分など、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。

※３．「計画ベース」「現状投影」いずれも、経済ベースラインケースに基づく数値。単価の伸び率の仮定は２通り設定しており、①経済成長率×1/3＋1.9%－0.1%、②賃金上昇率と物価上昇率の
平均＋0.7%、としている。

≪GDP 564.3兆円≫ ≪GDP 645.6兆円≫ ≪GDP 694.8兆円≫ ≪GDP 741.2兆円≫ ≪GDP 790.6兆円≫

45.3 (8.0%) ①：56.0 (8.7%)
②：55.5 (8.6%)

①：63.5 (9.1%)
②：63.2 (9.1%)

①：70.8 (9.5%)
②：71.5 (9.7%)

①：78.1  ( 9.9%)
②：80.2 (10.1%)現状投影
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①：62.0 (8.9%)
②：61.7 (8.9%)

45.3 (8.0%)

①：69.1 (9.3%)
②：69.8 (9.4%)

①：76.3 (9.7%)
②：78.3 (9.9%)

①：54.9 (8.5%)
②：54.4 (8.4%)

①：26.0
②：25.8

①：29.0
②：28.8

①：32.1
②：32.4

①：35.3
②：36.3
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②：31.8

①：27.9
②：28.2①：24.8
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②：21.3
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②：7.4
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②：8.3
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※（ ）内は対GDP比
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