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1．はじめに 

筆者は京都大学工学部高分子化学科に

おいて，コレステロール修飾プルラン

（Cholesterol-bearing pullulan, CHP）の希薄

水溶液物性に関する研究で博士号を取得

した．プルランとは微生物が作り出すブド

ウ糖からなる多糖で，水に大変良く溶ける．

この多糖に水には溶けないコレステロー

ルを極少量（ブドウ糖 100 個あたり 1，2

個）化学結合した分子が研究対象であった． 

CHP のように一つの分子の中に水に溶

ける部分と，水に溶けない部分が混在する

分子は「両親媒性」と呼ばれる．両親媒性

分子を水にいれると，水に溶ける部分はで

きるだけ水と一緒にいようとするのに対

し，水に溶けない部分はできるだけ水から

離れようとするため，分子は大きなジレン

マを抱え込む．「自然はこのジレンマをど

のようにして解決するのか？」が博士論文

のテーマであった． 

1996 年に博士号を取得後は，新技術事

業団（現 科学技術振興機構）長期在外若

手研究員の資格を得てスウェーデンのル

ント大学に２年間滞在し，機能性増粘剤の

新規合成手法に関する研究を行った． 

その後 1999 年 1 月，海洋科学技術セン

ター（現在の海洋研究開発機構）の微生物

を研究するグループに職を得て現在に至

っている． 

海洋研究開発機構は，有人調査潜水艇

「しんかい 6500」（図１）や地球深部探査

船「ちきゅう」に代表される深海調査ファ

シリティーを利用して，主として気候，地

震，ならびに深海生物に関する研究を行っ

ている独立行政法人である． 

 

図１ 潜航中のしんかい 6500（写真提

供：海洋研究開発機構） 

話は変わるが，釣りの世界では船を使わ

ずに岸から釣りをすることを俗に「オカッ

パリ（陸っぱり）」と呼ぶ．筆者は深海研

究や海洋研究とは何のゆかりも無い人間

であり，海洋研究開発機構に職を得てから

も調査船に乗って航海に出たことは無い．

本稿では海洋研究の素人が「オカッパリ」

の視点で見た深海の極限環境やそこに生

息する生物の面白さを紹介する． 

2．宇宙と深海 

地球表面の約 70％を占める海洋には，

地球上の水の 97%が存在する．海洋の全
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球平均深度は 3,800 メートルであり，その

内水深 200 メートル以深が深海と呼ばれ

る． 

深海と宇宙は人類に残された最後のフ

ロンティアとしてよく比較される．人が宇

宙に飛び出すことを考えるとき，最初に目

指すのは月である．1969 年 7 月 20 日，ア

ポロ 11 号によってニール アームストロ

ングが初めて月面に降り立って以降，計 7

回行われた有人アポロ計画によって，のべ

12 人の宇宙飛行士が月面に降り立った．

地球から 38 万キロ彼方の月と比べると，

海洋の最深部であるマリアナ海溝チャレ

ンジャー海淵ですら海表面からわずか 11

キロ離れているに過ぎない．ところがそこ

に人類が到達するのは極めて困難である．

2012 年 3 月 26 日，「タイタニック」や「ア

バター」で著名な映画監督のジェームス 

キャメロンが「DEEPSEA CHALLENGER」

に乗り込んでマリアナ海溝底への有人潜

航に成功し世界中で大きな話題となった

が，そこに到達した人類は彼を含めてたっ

たの 3 人にすぎない． 

3．深海の極限環境 

深海を支配する高水圧が人類の到達を

阻んでいる最大の要因である．水深 10 メ

ートルごとに水圧は１気圧ずつ上昇する

ので，水深約 11,000 メートルのマリアナ

海溝最深部での水圧は約1,100気圧に達す

る．これは 1 cm2 の面積に約 1 トンの力が

かかっているに等しい．このすさまじい水

圧から人を守ることは，今日の技術をもっ

てしても容易ではない． 

太陽光が全く届かない深海は常に暗黒

であり，水温も 2–4℃程度でほぼ一定であ

る．ところが暗くて冷たい深海底にも，熱

水噴出孔と呼ばれる温泉が噴き出してい

る場所がある（図２）．地上の温泉とは異

なり，熱源である地下のマグマ溜りにより

近い深海底から噴き出す熱水の温度は高

く，場所によっては 300℃を超える．深海

の高水圧のために，そのような高温でも水

は液体の状態にある．2008 年に大西洋中

央海嶺で発見された熱水噴出孔では，臨界

点（374℃，22.1 MPa）を超えた超臨界状

態の水が噴出している． 

 

図２ 南西諸島沖，水深 1492 メートルの

海底から勢い良く噴き出す熱水（写真提

供：海洋研究開発機構） 

4．深海の極限環境に学んだ材料創製 

材料化学の目で深海の極限的な物理化

学環境を眺めてみると，そこには新しい化

学プロセスを考える上でのヒントが数多

く潜んでいる．例えば本来混ざり合わない

水と油をエマルション（乳化物）として混

合・使用する用途が，化粧品，食品，医薬

品，化学，農業，印刷，塗料，インク，石

油などの広範な産業分野で多数存在する．
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最近では直径が数十から数百ナノメート

ル程度の超微細油滴を分散させたナノエ

マルションが特に注目を集めている．油滴

サイズのナノ化に伴って通常のエマルシ

ョンには見られない様々な特性が現れる

ためである．例えば通常のエマルションは

牛乳のように白濁しているのに対し，ナノ

エマルションは透明あるいは半透明であ

る．また油滴サイズの小ささを活かして，

機能性化粧品，ドラッグデリバリー，ナノ

リアクターなどの新たな用途も生まれよ

うとしている．しかしながらナノエマルシ

ョンを調製するのは容易ではない． 

通常の乳化はトップダウンのプロセス

であり，外からエネルギーを加えて粗大油

滴を微細化することで行われる．この際，

加えたエネルギーが油滴内外の圧力差（ラ

プラス圧）を上回ったときに油滴の微細化

が起こる．ところがラプラス圧は油滴サイ

ズに反比例するため，油滴サイズが小さく

なるにつれて更なる微細化に要するエネ

ルギーが増大する．そのため最終的にはい

くらエネルギーを加えても試料の温度が

上がるだけで，それ以上の微細化が進行し

ない状態に至る．  

一方，ナノサイズの固体粒子（ナノ粒子）

の合成はボトムアップのプロセスが主流

であり，原子あるいは分子をアッセンブル

してナノ粒子を合成する．ボトムアップの

プロセスを使えばナノサイズの油滴も容

易に生成できると考えられるが，そのため

には本来混じり合わない水と油からなる

均一溶液が必要になるというジレンマが

ある．筆者らは熱水噴出孔に存在する高

温・高圧の水環境，特に超臨界状態の水の

特異な性質を利用して，このジレンマを解

決した． 

超臨界状態の水は我々が普段慣れ親し

んでいる水とは著しく性質が異なる．例え

ば物質の極性の指標となる比誘電率を例

にとると，水の比誘電率は常温・常圧では

80 前後と大変高い値であるのに対し，超

臨界状態では 2 前後と典型的な油と同じ

値にまで低下する．そのため超臨界状態の

水は様々な油と自由に混ざり合う．このよ

うな油と水が分子レベルで混ざり合った

溶液を冷却すると，両者は再び分離し油滴

が析出するが，この過程では分子として水

に溶けていた油が互いに自己集合し，ボト

ムアップで油滴が生成する（図３）． 

 
図３ MAGIQのコンセプトを示す顕微鏡

写真．スケールバーは 100 µm． 

筆 者 ら が MAGIQ （ Monodisperse 

nAnodroplet Generation In Quenched 

hydrothermal solution）と名付けたプロセス

では，油と超臨界水の均一溶液を毎秒

200℃を越える速度で室温まで一気に冷却
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し，急激に相分離を起こすことによって，

10 秒という短い時間で透明度の高いナノ

エマルション（油滴の直径は 61 ナノメー

トル）にすることに成功した（図 4）． 

  

図 4 通常の方法で作製したエマルショ

ン（左）と MAGIQ で作製したナノエマル

ション（右） 

5．極限環境での生物の生き様に学ぶ 

太陽エネルギーを利用する光合成生物

は，１次生産者として地表の豊かな生態系

を支えている．一方，太陽光が到達しない

漆黒の深海では生物生産性が低い．このよ

うな深海で生物が生き抜いていくために

は，限られたエサを効率良く利用する戦略

が重要である．深海生物が進化・適応の過

程で獲得したこれらの生存戦略は，陸上生

物のものとは大きく異なる可能性が高く，

それらを利活用することで高効率なバイ

オ変換プロセスなどが構築できると期待

される． 

暗黒の深海も太陽光の恩恵を受ける表

層と物理的に隔離されているわけではな

く，海洋表層で生産されたバイオマス，あ

るいは河川から海へと流入した植物バイ

オマスが沈降して深海へとたどり着く．筆

者らは独自に開発したナノテクノロジー

を利用した生物資源探査技術によって，植

物細胞壁の主構成成分であるセルロース

と呼ばれる多糖を分解する未知の微生物

が深海に多数生息していることを明らか

にした（図 5）．これらの微生物が持つセ

ルロース分解のメカニズムを解明できれ

ば，セルロース系バイオマス（毎年 1,000

億トンが生産される地球上で最も豊富な

バイオマス）を原料とした化学物質生産に

繋がるものと期待される． 

 

図 5 結晶性セルロースからなる直径数

十ナノメートルのナノファイバー（緑）を

分解して増殖する深海微生物（赤） 

生物は過酷な深海環境において数億年

にわたる進化・適応過程での厳しい選別・

淘汰を生き延びて豊かな多様性を維持し

ている．そのロバストな生存戦略には，人

間が築き上げてきた技術体系とは根本的

に異なる「生物の技術体系」とも呼ぶべき

パラダイムが隠されている．今後はバイオ

ミメティックス（生物模倣）によって深海

生物の生存戦略をフルに活用していくこ

とが，「環境」・「エネルギー」・「資源」分

野など，持続可能な技術社会に向けたイノ

ベーションの創出に重要になると考えら

れる． 


