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ト　ピ　ッ　ク

研究 極限環境に
　　　　耐える生き物たち

乾燥状態や極低温を生き延びる小動物の研究　
　極度の乾燥状態や氷点下 196 度 C などの極限世界でも生
き続ける生物がいます。奥田隆らの研究グループと黄川田
隆洋らの研究グループは、人間が生きることができない環
境でも生き延びる「ネムリユスリカ」「ヌマエラビル」につ
いての成果を相次いで発表しました。これらの成果は国内
の多くの新聞に取り上げられました。その意義と今後の展
開についてご紹介します。

乾燥に耐えるネムリユスリカ

　アフリカの半乾燥地帯の岩の上
の水たまりに生息するネムリユス
リカの幼虫は、通常 2 〜 3 週間で
蛹になります。ところが、乾期に
なり水分が干上がると幼虫は体の
水分量を体重の 80% から 3% ま

で落とし、縮こまって眠りにつきます。この状態で数ヶ月
間次の雨を待ち続け、雨が降ると吸水して元の状態に戻り、
成長を再開します。ネムリユスリカは昆虫の中で唯一、こ
のような極限的な乾燥耐性を持っています。実験では、乾
燥した幼虫は 106℃の高温状態や氷点下 270℃の低温環
境でも生存できます。研究グループは、脱水する時にトレ
ハロースという糖を爆発的に合成し、これが水に代わって
タンパク質などの生体成分や細胞膜を乾燥ストレスから保
護することを明らかにしました。

宇宙でも生き延びるネムリユスリカ

　「乾燥耐性を持つ虫を宇宙に持って行って、微重力状態
で水を与えると再び活動するようになるのか？」　私たち
は、この疑問に答えるために、2 月 16 日にロシアと共同
研究で、乾燥した幼虫を蘇生させる実験を国際宇宙ステー
ションで実施しました。日本実験棟「きぼう」において、
若田宇宙飛行士が行った実験は、乾燥したネムリユスリカ
の幼虫に宇宙空間で水を吸わせ、再び活動するかを確認し
たものです。その結果、水を吸わせた３時間後には活動が
始まり、約 2 週間後には 100 匹中 7 匹が蛹に、最終的に
は１匹が成虫になることが確認されました。

今後の展開

　ネムリユスリカの幼虫は乾燥したまま宇宙空間へ運ぶこ
とができるため、生命維持装置が不要になるというメリッ
トがあります。今回、宇宙空間でも乾燥状態から再び活動
させられることが確認できたので、今後、宇宙環境におけ
る生物への影響解析する様々な実験への利用が期待されま
す。
[ 遺伝子組換え研究センター　昆虫機能研究開発研究ユニット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田　隆］

関連情報
4 月 15 日プレスリリース

「ネムリユスリカを使った宇宙での微小重力影響実験」

http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140415/

氷点下196℃で凍結しても生き延びるヌマエラビル

　私たちの研究グループは、東京海洋大学との共同研究で、
クサガメなどのカメ類にだけ寄生
するヒルの一種「ヌマエラビル」が、
氷点下 196℃で凍らせても死なな
いことを発見しました。ヌマエラ
ビルは 9 ヶ月間凍らせたまま保存
しても、解凍すると 100% 生き返

り、凍結と解凍を繰り返しても、最大で 12 回まで耐える
ことができました。一般的に、生物は氷点下になると体内

共同研究者ロシアの Morukov( モルコフ）
宇宙飛行士と筆者（右）

 無代謝で乾燥休眠するネ
ムリユスリカは宇宙で実験生物として今後も

　　　　　　　増々活躍することでしょう。

ネムリユスリカの幼虫

ヌマエラビル
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の水分が凍結して死んでしまいます。０℃よりも下がると、
成長した氷のかけらが細胞の膜や組織を破壊してしまうた
めです。しかし、ヌマエラビルには、ネムリユスリカの幼
虫が凍結から細胞を守るために体内に蓄えるトレハロース
のような保護物質の蓄積は確認されないので、これとは
まったく異なる仕組みで耐凍性を発揮していることが示唆
されます。ヌマエラビルが寄生するカメは水生生物ですが、
甲羅干しをするのでヒルも乾燥状態に置かれます。極低温
への耐性は、乾燥に耐えるカを獲得した結果の副産物であ
るかもしれません。

今後の展開

　氷点下 196℃で生き延びるヒルの謎を突き止めること
は、細胞の新たな保存法の開発につながり、医療にも応用
できるのではないかと期待されます。ヌマエラビルが凍結
に強いのは生まれつきとみられます。卵から幼体、成体で
実験しても、生き延びます。しかしヌマエラビルの近縁種
には、そのような能力は備わっていません。今後遺伝子を
解析して、近縁種のヒルと比較することで、そのメカニズ
ムの解明につながると期待されます。
[ 遺伝子組換え研究センター　昆虫機能研究開発研究ユニット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  黄川田 隆洋］

関連情報
1 月 23 日プレスリリース

「耐凍性を持つヒル（環形動物）の発見」

http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140122/

カラカラ
に干からびても死なない生物を研究

してきましたが、カチコチに凍っても死なない
生物も研究することになりました。世の中にいる摩
訶不思議な生物の秘密を解き明かしていきたいで

す。

筆者

ト　ピ　ッ　ク

研究 キウイフルーツなどの
　　　　　　　　　耐虫効果を解明

針状結晶とプロテアーゼの同時作用により劇的な殺虫効果　
　キウイフルーツなど多くの植物に含まれるシュウ酸カル
シウム針状結晶とタンパク質分解酵素の一種であるシステ
インアロテアーゼを同時に昆虫の与えると、きわめて強い
殺虫効果を示すことを発見しました。その意義と今後の展
開についてご紹介します。

植物のシュウ酸カルシウム針状結晶

　キウイフルーツ、
パイナップルなどを
含む多くの植物が、
葉、果実等にシュウ
酸カルシウムの針状
結晶を多量に含んで
います。しかし、そ
の役割や作用メカニ
ズムについてはよく

わかっていませんでした。一方、キウイフルーツなどの果
実には、高濃度のシステインプロテアーゼが含まれていま
す。私たちの研究グループではこれまでに、システインプ
ロテアーゼが植物を害虫の食害から守る対虫効果について
明らかにしていましたが、両者がどのように関連している
のか不明でした。そこで今回の研究では、シュウ酸カルシ
ウムの針状結晶が植物の対虫効果に果たす役割を、システ
インプロテアーゼとの関連にも注目して検討しました。

植物に含まれる針状結晶と酵素、相乗で殺虫効果

　具体的にはキウイフルーツからシュウ酸カルシウムの針
状結晶を精製し、この針状結晶とシステインプロテアーゼ
をエサの葉に塗布して、エリサンというガの幼虫に食べさ
せて効果を調べました。どちらかを塗った葉を食べたエリ
サン幼虫は、何も塗っていない葉を食べた幼虫より成長が
少し遅くなりました。それに対して、両者を同時に塗布し

キウイフルーツなどに含まれるシュウ酸

カルシウムの針状結晶
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た葉を食べたエリサン幼虫は、最短時間（数時間から 1 日）
で体が黒変・軟化して死んでしまい、まったく成長しま
せんでした。この結果から、両者が同時作用すると極め

て強い殺虫効果を発揮することが明らかになりました。一
方で、砂状結晶である市販のシュウ酸カルシウムをシステ
インプロテアーゼと同時に塗った場合では、弱い成長阻害
効果しか示しませんでした。このことから、シュウ酸カル
シウムの針状結晶の尖った形により幼虫の組織や細胞に穴
が開き、システインプロテアーゼの体内、細胞への侵入が
容易になるのではないかと考えられます。

今後の展開

　サトイモやブドウなどの作物には針状結晶はあります
が、システインプロテアーゼは多くありません。システイ
ンプロテアーゼが多い系統を選べば、サトイモなどの害虫
への耐性を高めることができると期待されます。

[ 昆虫科学研究領域　加害・耐虫機構研究ユニット　　今野 浩太郎］

関連情報
５月 29 日プレスリリース　

「シュウ酸カルシウム針状結晶とプロテアーゼとの劇的な相乗的殺虫

効果を発見」

http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140519/

研究グループのメンバー（右から 2 番目が筆者）

研 究 交 流

米国 コロンビア大学のチャルフィー教授に生物研の成果を紹介
　緑色蛍光タンパク質（GFP）の発見と開発によってノー
ベル化学賞を受賞したマーティン・チャルフィー教授が、
第 6 回 HOPE ミーティング（学術振興会主催）で講演を
行うために、平成 26 年 3 月 13 日（木曜日）に来日しま
した。同日生物研のユニット長・瀬筒と主任研究員・小島
が面会し、生物研が開発した GFP を発現させたシルクな
どの研究成果を紹介し、GFP シルクで作ったネクタイを
贈呈しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　［広報室］

中央がチャルフィー教授

　平成 26 年 3 月 26 日（水曜日）に、カイコやクモのシ
ルクの研究で有名な英国 オックスフォード大学のフリッ
ツ・ボールラス教授が生物研に来所されました。ボールラ
ス教授は理事長の廣近から生物研の研究紹介を受けた後、
関係者とカイコに関する共同研究の打合せを行いました。
また、翌 27 日（木曜日）には生物研で講演を行い、ご自
身の最新成果を紹介されました。　　　　　　　　　［広報室］

英国 オックスフォード大学のボールラス教授が生物研に来所

左から２番目がボールラス教授

日頃みなれたキウイフ
ルーツにこんなにすごい昆虫撃退の仕組

みがあったことに発見者ながら非常に驚きまし
た。これほどとがった針を食べなければならないと
は害虫も楽ではないですね。 この発見が害虫防除技

術の開発につながればと思っています。
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研 究 交 流
エチオピア連邦共和国 農業大臣が生物研に来所

　平成 26 年 5 月 30 日（金曜日）にエチオピア連邦共和
国のテフェラ・デルブウ・イマム農業大臣が生物研を訪問
されました。テフェラ大臣は理事長の廣近から生物研の研
究紹介を受けた後、「乾燥に強いイネ」について温室で研

究担当者から説明を受けました。その後、植物種子などの
遺伝資源を収集、保存、管理するジーンバンク事業につい
て視察されました。　　　        　　                  　　［広報室］

右から 5 番目がテフェラ・デルブウ・イマム農業大臣

受 賞 ・ 表 彰

「平成26年度日本農学賞・第51回読売農学賞」
受賞タイトル：
　鳥類における発生工学技術の開発と遺伝子操作・
　遺伝資源保存への展開に関する先駆的研究
受賞者：内藤　充　
　（前　動物科学研究領域　動物発生分化研究ユニット

　　　　上級研究員）

受賞日：平成 26 年４月５日

　ニワトリ胚は、初期発生は雌鶏の卵管内で進行し、体外
に放出（放卵）された後は卵殻内での体外発生となります。
初期胚の体外培養法の開発により、胚操作が容易になると
ともに操作胚を孵化させ個体レベルで解析を行うことが可
能になりました。そこで、発生に伴い精子や卵子に分化す
る細胞である始原生殖細胞に着目し、初期胚より採取した
後に別種の初期胚へ移植することにより、生殖系列キメラ
を作出することに成功しました。この際、採取した始原生
殖細胞を凍結保存することにより鳥類遺伝資源の保存が可
能になり、また遺伝子導入処理することにより形質転換ニ
ワトリの作出に道を開くことができました。また、始原生
殖細胞のインビトロでの培養法の開発により、鳥類遺伝資
源の保存と人工増殖、さらには効率的な遺伝子導入法の開

発をより実用的なレベルまで引き上げることが可能になり
ました。私がニワトリ胚操作研究を始めたのは 1986 年頃

で、鳥類生殖細胞操作
の研究は当時ほとんど
行われていませんでし
た。もちろん私自身も
経験がなかったのです
が、幸いにして共同研
究を通じてこの方面に
研究を進めることがで
きました。始原生殖細
胞操作の研究は今では
鳥類発生工学分野の中
心的なテーマになって
おり、今後さらに大き
く進展するのではと期

待されています。本研究を進めるに当たり、多くの諸先輩
方のご指導や共同研究者の皆様のご協力をいただき、結果
的に今回の受賞につながりました。ここに改めてご指導ご
協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。　　　　　
　　　             　　　　　　　　　　　　　　［内藤　充］

受賞式にて
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受 賞 ・ 表 彰
「2014年度 日本畜産学会賞」

受賞タイトル：
　ウシ下垂体ホルモン分泌の中枢性調節機構に関
　する研究
受賞者：主任研究員　粕谷 悦子
　（動物科学研究領域　動物生産生理機能研究ユニット）

受賞日：平成 26 年 3 月 27 日

　我々の食生活に欠かせないものとなっている牛乳・牛肉
の生産には、ウシの下垂体から分泌されるホルモンが重要
な役割を演じています。そのうち、成長ホルモン・プロラ
クチンという２つのホルモンに着目し、いまだにわから
ないことが多い脳における分泌調節機構を明らかにしよ
うとする研究に対し、このたび日本畜産学会賞 ( 第 101
号）をいただきました。ウシではその体の大きさがボトル
ネックとなり困難とされてきた脳へのアプローチ手法の確
立と、この手法を用いて、古くから家畜生理学の中心だっ
たウシ内分泌の研究に、脳におけるホルモン分泌調節機構
に関する新たな知見を付け加えたことを評価していただき
ました。これらの成果は一人では決して成し得ないものば
かりです。共同研究者他諸先輩方並びにウシの飼育管理等
でお世話になっている畜草研の皆様に厚く御礼申し上げま

す。ウシの生体を使った実験は、毎日の世話から始まる肉
体労働に尽き、齢を重ねるにつれ従事するのがつらくなっ
てくる面もありますが、いつか私達の基礎的な研究成果が
畜産業の役に立つ日が来ることを信じて、誰も行ったこと
のないフロンティアにウシと仲間たちとともにさらに進ん
でいこうと考えています。今後ともご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　［粕谷 悦子］

受賞楯を手に

 「平成26年度 日本蚕糸学会賞」
受賞タイトル：
　カイコにおける特異的代謝機構に関する研究
受賞者：主任研究員　平山　力
　（遺伝子組換え研究センター　昆虫機能研究開発ユニット）

受賞日：平成 26 年 3 月 10 日

　カイコは飼料から摂取した窒素の大部分を繭の生産に利
用します。カイコが窒素代謝の老廃物であるアンモニアや
尿素を特異な代謝機構によりアミノ酸へと再合成し、絹タ
ンパク質生産に利用していることを突き止め、カイコの効
率的な窒素利用の謎を解明しました。また、カイコの品種
には「笹繭」、「緑繭」と呼ばれているものがあり、桑葉に
由来するフラボノイドによって繭が笹色や黄色に着色して
います。私は共同研究者とともにカイコによるフラボノイ
ドの吸収・代謝のメカニズムの解明を進め、繭フラボノイ
ドが有害な紫外線から身を守るために重要な役割を果たし
ていることを明らかにしました。本賞はこれらの一連の研
究に対して贈られたものです。この受賞を励みとして、カ

イコを中心とした昆虫の特異的機能の研究をさらに進め
て、新規の産業創出に発展させることができるように日々
精進したいと思います。また、本受賞にあたりまして、こ
れまでお世話になりました多くの方々にあらためて厚く御
礼申し上げます。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　［平山  力］

授賞式の様子
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受 賞 ・ 表 彰

受賞タイトル：
   昆虫病原糸状菌 Beauveria brongniartii に対す     
  るカイコの抵抗性遺伝子の連関検索 ( 原題は英文）

受賞者：主任研究員　和田 早苗
　（昆虫科学研究領域　昆虫微生物機能研究ユニット）

【生物研所属の共同受賞者】
　三橋　渡、生川 潤子、門野 敬子、山本 公子、野田 博明、
　宮本 和久
受賞日：平成 26 年 3 月 10 日

　農業上の大害虫であるカミキリムシ類の防除に利用され
ている糸状菌の一種 Beauveria brongniartii はなぜカイ
コに感染しないのか、研究しています。カイコでは優性の
遺伝子がこの免疫に関わることが分かってきたので、全部
で 28 本あるカイコの染色体のうちどの染色体にその遺伝
子が乗っているかを調べたところ、14 番目の染色体に乗っ
ていることを突き止めました。昆虫の病原糸状菌に対す免

疫の分子機構はまだよく分かっていないので、これはその
解明に向けた確かな一歩です。病原糸状菌と昆虫の攻防戦
における勝因、敗因を明らかにすることで、もっと効率の
よい糸状菌殺虫剤の開発に貢献したいと思っています。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　[和田 早苗]

 「平成25年度 日本蚕糸学会進歩賞（技術賞）」

共同研究者と（中央が筆者）

受賞タイトル：
  カイコ Bombyx mori において FLP 及び FRT を  
  用いたクローン解析系の開発 ( 原題は英文）

受賞者：主任研究員　河本 夏雄・冨田 秀一郎
  （遺伝子組換え研究センター　遺伝子組換えカイコ研究

  　 開発ユニット）

受賞日：平成 26 年 3 月 10 日

　遺伝子の働きを解析するために、特定の組織全体や全身
で目的の遺伝子を発現させたりすると、その個体が死んで
しまうことなどにより、特異的な影響を見ることが困難な
場合があります。それを避けるために、組織の一部の細胞
だけで遺伝子発現を調節するためにクローン解析が用いら
れることがあります。今回の受賞は、これをカイコで実現
したことによるものです。まず、組換え酵素 FLP を高温
処理で発現するカイコ系統と、FLP の認識配列 FRT を緑
色蛍光タンパク質 GFP 遺伝子の両端に配置しその下流に
赤色蛍光タンパク質 DsRed 遺伝子を接続したカイコ系統
を作りました。両系統を交配して得られた個体を高温処理
したところ、一部の細胞で FLP の働きにより GFP 遺伝子
が除去され、DsRed 遺伝子が発現するようになりました。

この細胞が分裂して生じる細胞はすべて DsRed を発現す
るため、細胞系譜の解析にも応用できます。今後は、発現
させる遺伝子を変えることで、様々な遺伝子の機能解析へ
の活用が期待されます。この研究の途中では、内閣府での
勤務で１年間研究から離れていたこともありましたが、そ
の間も研究室のメンバーの協力があったおかげで、今回の
受賞に結び付いたものと感謝しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　［河本 夏雄］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 「平成25年度 日本蚕糸学会進歩賞（技術賞）」

授賞式の様子
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会 議 報 告
NIASシンポジウム

   第8回「フィブロイン・セリシンの利用」研究会

　平成 26 年 3 月 4 日（火曜日）に東京都千代田区の秋葉
原コンベンションホールで第 8 回「フィブロイン・セリ
シンの利用」研究会が開催されました。シルクの主成分で
あるフィブロインとセリシンは、繊維用途を越えた様々な
分野での素材活用が期待され、化粧品分野ではその用途を
着実に広げており、シルクを模倣した新たな機能性タンパ
ク質素材を分子設計して創り出す研究も急速に進んでいま
す。また同時に、シルクの加工や構造制御に関する基礎研
究も大学や公的研究所を中心に活発に続けられています。
シルクタンパク質の活用をさらに広げるためには、研究成
果や情報の業際的あるいは学際的な交流をさらに深めこと
が重要と考え、今年度も研究会を開催しました。大学にお
ける最先端の研究報告と並んで、企業紹介を含め 5 つの
成果が紹介されました。生物研からはユニット長の 亀田
恒徳が、「（独）農業生物資源研究所 最新の研究成果」に
ついて報告しました。 56 名の参加者中、民間企業からの
参加者が半数を超え、フィブロインやセリシンの事業展開
への関心の高さが感じられました。アンケートの結果から、

シルクの今後の展開として、価格競争に走るのではなく、
高付加価値製品を世に出していくべきとの回答が多く得ら
れました。また、医療や電子材料への展開に期待する声も
多くいただきました。
　［遺伝子組換え研究センター　新機能素材研究開発ユニット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  亀田 恒徳］

 シルクタンパク質の今後の活用について討論

開催の様子

「シルク・サミット 2014」

 富岡製糸場で遺伝子組換えカイコの研究成果を紹介
　平成 26 年 6 月の国連連合教育科学文化機関 ( ユネス
コ ) の世界遺産委員会での世界遺産登録決定を前に、4 月 
17 日 ( 木曜日 ) に富岡製糸場 ( 群馬県 ) において、シン
ポジウム「シルク・サミット 2014  in 富岡製糸場一富岡
製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録 -」を、大日本蚕糸

会などの協力を得て開催しました。日本各地から約 130 
名が参加しました。「富岡製糸場の文化遺産としての価値」
や「繰糸機械の変遷と生糸品質」等の基調講演、特別講演
のほか、世界遺産登録に向けた活動事例報告が行われまし
た。さらに、生物研が現在、研究を進めている遺伝子組換
え繭（まゆ）と生糸を展示するとともに、パネルにより解
説を行い、 研究成果を紹介しました。また翌日の18 日(金
曜日 ) には、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の見学会が行
われました。　　　　　

［遺伝子組換え研究センター　髙野　誠、

遺伝子組換え研究センター　遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島 健一］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講演会の様子
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会 議 報 告
NIASシンポジウム「再生医療、創薬および動物実験代替法の分野
   における実用化を指向したコラーゲンビトリゲルの開発状況」

 関連技術の普及状況を、医薬・化粧品・化学関係者に紹介
　世界に先駆けて、高密度コラーゲン線維の新素材「環状
ナイロン膜の支持体付コラーゲンビトリゲル薄膜」を開発
しました。さらに、この素材を「再生医療」「創薬および
動物実験代替法」に応用するために研究を進め、それぞれ

「アテロコラーゲンビトリゲル膜」「コラーゲンビトリゲル
膜チャンバー」を開発しました。現在、「アテロコラーゲ
ンビトリゲル膜」を、皮膚、角膜、気管、関節および鼓膜
の再生に利用する技術の開発を目指して研究を行っていま
す。また、「コラーゲンビトリゲル膜チャンバー」を利用
して、創薬および動物実験代替法に有用な培養モデル系を
構築するために研究を進めています。これまでの研究成果
ならびにコラーゲンビトリゲル関連技術の欧米への普及状
況を紹介し、さらなる研究成果の普及、研究の進展を図る
ための NIAS シンポジウム ( 日本組織培養学会第 87 回大
会サテライトシンポジウム ) を、2014 年 5 月 31 日（土
曜日）に上級研究員の竹澤俊明がオーガナイザーとなり開
催しました。シンポジウムでは、公的機関や大学だけでな
く、民間の大手製薬会社、化粧品会社、化学関連会社など
多くの方々が参加し、実用化を目指したコラーゲンビトリ
ゲルの開発についての国内外における最先端の情報を提供
するとともに、今後の研究展開等について討論および意見

交換を行うことができました。生物研からは、外来研究員
の山口宏之が「眼刺激性試験法および角膜透過性試験法の
開発状況」、特別研究員の押方歩らが「肝代謝試験法およ
び肝毒性試験法の開発状況」「医療用アテロコラーゲンビ
トリゲル膜の開発戦略」について報告したほか、13 の成
果が紹介されました。多くの参加者からは、コラーゲンビ
トリゲルを利用した「再生医療用の細胞・組織培養」「化
学物質の薬効・動態・毒性を評価する培養モデル系」の実
用化に期待しているとの意見をいただきました。                       
           ［動物科学研究領域 動物生体防御研究ユニット 竹澤 俊明］

総合討論の様子

イベント報告

BIO tech 2014
研究成果を企業に紹介
  「展示会」は、企業や大学、研究機関が参加し、お互い
の技術を紹介してマッチングを図る場です。生物研は、研
究成果を企業等に紹介して共同研究や実用化につなげるた
め、各種の展示会に参加しています。平成 26 年 5 月 14
日（水曜日）〜 16 日（金曜日）に東京都江東区のビッグ
サイトにおいて、アジア最大のバイオ展「BIO tech 2014
〜展示会／アカデミック フォーラム／シンポジウム〜」
が開催され、3 日間で製薬・化粧品・食品関連企業、大学・
国公立研究所などの関係者など、1 万 1 千人が来場しまし
た。生物研はこの研究会に参加し、製品化につながる基礎
的な成果を紹介する「アカデミックフォーラム」枠で、「低
分子化抗体の新しい利用技術」「組織再生に有用な高密度

コラーゲン線維の新素材」「シルクの高分子性を活かした
化粧品素材」の 3 件を、ブース展示と講演で成果を紹介
しました。いずれの成果も、企業などの来場者の関心を集
めていました。                                           　［広報室］

講演の様子
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イベント報告

遺伝子組換え農作物の栽培開始
遺伝子組換え「ダイズ」「トウモロコシ」の試験栽培
　生物研では、一般の方に遺伝子組換え農作物をご覧いた
だく機会を提供するため、平成 18 年より遺伝子組換え農
作物の試験栽培を行っています。今年は６月４日（水曜日）
から、ダイズ及びトウモロコシの栽培を一般ほ場で開始し
ました。試験栽培している遺伝子組換え農作物は、世界で
広く栽培され、日本でも多く利用されている、高オレイン
酸含有及び除草剤耐性ダイズと害虫抵抗性及び除草剤耐性
トウモロコシです。それぞれの品種の特性が良く分かるよ
うに、工夫して栽培しています。見学者の方々には、これ
らの遺伝子組換え農作物を観察しながら、遺伝子組換え技
術をはじめとする農業技術について考えたり、研究者と意
見交換していただいたりしています。　　　      　［広報室］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連情報
・見学を希望される方は、生物研ホームページ　http://www.nias.

affrc.go.jp/kengaku/　よりお申し込み下さい。

・試験栽培の農作物の生育状況は、生物研ホームページ　http://

www.nias.affrc.go.jp/gmo/exhibition2014/　で毎週公表してい

ます。ぜひご覧下さい。　　　　　

栽培の様子

遺伝子組換え「イネ」「タバコ」の隔離ほ場での栽培

　生物研では今年、「スギ花粉ペプチド含有イネ」「スギ花
粉症治療イネ」「複合病害抵抗性イネ」「開花期制御イネ」「葉
緑体形質転換タバコ」の５種類の遺伝子組換え農作物を隔
離ほ場で実験栽培します。「スギ花粉ペプチド含有イネ」「ス
ギ花粉症治療イネ」の 2 種類はスギ花粉症の原因となる
タンパク質を白米に貯蓄するイネで、スギ花粉症の治療薬
として研究を進めています。4 月 23 日（水曜日）にスギ
花粉ペプチド含有イネ、6 月 25 日（水曜日）の栽培を開
始しました。また 5 月 30 日（金曜日）に複合病害抵抗性
イネ、開花期制御イネの栽培を開始しました。複合病害抵
抗性イネはイネの WRKY45 遺伝子 の働きを遺伝子組換
え技術により強化したイネで温室内の実験ではイネの複数
の病気に対して強くなることが確認されています。開花期
制御イネは任意の時期に人為的に花を咲かせることができ
るイネです。さらに、6 月 5 日（木曜日）には、植物工場
として物質生産への利用を目指す葉緑体形質転換タバコの
栽培を開始しました。
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　［広報室］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関連情報
・遺伝子組換え農作物の生育状況は、生物研ホームページ　http://

www.nias.affrc.go.jp/gmo/exhibition2014/　で順次公表してい

ます。

　　　　　

スギ花粉症治療イネの田植の様子（上）と、
その約 2 か月後のスギ花粉症治療イネの様子（下）
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イベント報告

生物研一般公開

　生物研は、4 月 18 日 ( 金曜日 ) と 19 日 ( 土曜日 ) の 2
日間、本部地区と大わし地区の 2 か所で一般公開を開催
し、両地区合わせて 2 日間で約 2，600 人が来場されま
した。本部地区では、植物関係の研究成果をご紹介すると
ともに、いろいろな種子の展示、「ミニトマトの植え継ぎ
実験」「いろいろな植物からの DNA 抽出実験」などのミ
二実験、「DNA ストラップ作り」「植物ホルモンの分子模
型作り」といった体験企画を行いました。一方、大わし地
区では、昆虫及び動物関係の研究成果をご紹介するととも
に、「カイコからの DNA 抽出実験」「カイコにフェロモン
をかがせてみよう」「シロアリの消化酵素でティッシュを
溶かしてみよう」などのミ二実験、「ヤギのフェロモンを
かぎ分けよう」「まゆの糸くり体験」などといった企画を
行い、またサイエンスカフェを実施しました。さらに、本
部地区では「米粉パン」、大わし地区では「ボーノポーク
ソーセージ」の試食を行いましたが、どちらも大好評でし

た。来場者アンケートの結果では、皆様が体験や展示を楽
しんでいただいた様子が伺えました。一般公開は来年度も
同じ時期に開催予定です。皆様のお越しをお待ちしていま
す !　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                  ［広報室］

ミニトマトの植え継ぎ実験 植物ホルモンの分子模型作り サイエンスカフェ

シロアリの消化酵素でティッシュを溶かしてみよう

イベント情報

＜NIASオープンカレッジ＞

「バイオテクロージーで拓く食料、医療などへの農業生物
資源研究所の利用と未来」をテーマとした公開講座です。

■日時：9 月 4 日〜 12 月 11 日の毎週木曜日
　　　　午後 6 時 30 分〜 8 時 30 分（全 15 回）

■場所：主婦会館プラザエフ（東京・四ッ谷）
　　　　※配信受講も可能です。

■要申込み　参加費：無料

詳しくは生物研ホームページ　Http:www.nias.affrc.
go.jp/sc/opencollege/ をご覧いただくか、
生物研広報室（電話：029-838-8469）までお問い合わ
せください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　［広報室］
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News in Brief
Research Topics
Survival under extreme conditions
The research groups of Takashi Okuda (Insect Mimetics Research Unit) 
and Takahiro Kikawada (Insect Mimetics Research Unit) have clarified the 
ability of midge and leech, respectively, to survive under conditions that 
are normally prohibitive to life. As part of the Space Midge Project, a joint 
collaboration with the Institute of Biomedical Problems and Kazan Federal 
University of Russia, the sleeping chronomid or midge has been found to 
survive desiccation in space in an experiment performed by JAXA Austronaut 
Koichi Wakata at the Kibo laboratory of the International Space Station 
(ISS). This is the first study that an insect in the dry state has been shown 
to undergo metamorphosis under microgravity. A research collaboration with 
the Tokyo University of Marine Science and Technology led to the discovery 
of a leech capable of surviving after exposure in liquid nitrogen for 24 hours 
and frozen at -90°C for up to 32 months as well as more than 10 times of 
repeated freeze-thawing cycle ranging from 20 to -100°C. This could lead 
in understanding the mechanisms involved in survival at extremely low 
temperatures and could be useful for future studies of cryopreservation. 

Synergistic effect of calcium oxalate crystals and protease
The research group of Kotaro Konno (Insect-Plant Interaction Research 
Unit) has shown that raphides commonly found in plant tissues exhibited 
strong synergistic defensive properties against harmful herbivorous insects 
in the presence of cysteine protease. The synergistic defensive effect 
of raphides with other defensive factors has been found to be useful in 
developing cultivars with strong defensive properties among crops such as 
taro and grapes with low expression of cysteine protease, and is expected to 
pave the way for further development of safer and more effective insecticide 
technology.

Visit • Research Collaboration

Several world-renowned scientists and dignitaries visited the institute 
and met with researchers of the Genebank and other units. The Nobel 
Prize awardee in Chemistry, Prof. Martin Chalfie of Columbia University 
visited Japan on March 13, 2014, in conjunction with the HOPE Meetings 
with Nobel Laureates and met with Dr. Hideki Sezutsu of the Transgenic 
Silkworm Research Unit. On March 26, 2014, Prof. Fritz Vollrath of Oxford 
University visited the institute and met with researchers involved in silkworm 
research. On May 30, 2014, a delegation from the Federal Democratic 
Republic Of Ethiopia, headed by the Minister of Agriculture Mr. Tefera 
Derbew Yimam visited the institute and met mainly with researchers involved 
in drought resistant rice.

Awards & Recognition

The joint Japan Prize of Agricultural Science 2014 and the Yomiuri Prize of 
Agricultural Science was awarded to Mitsuru Naito, formerly of the Animal 
Development and Differentiation Research Unit and currently a research 
specialist at the Safety Management Section, for his pioneering research on 
genetic manipulation and conservation of genetic resources of poultry. 
Various scientific societies also recognized the contribution of several NIAS 
researchers. Etsuko Kasuya (Animal Physiology Research Unit) received 
the Japanese Society of Animal Science Award 2014 for her research on 
the pituitary hormone secretion in cattle. Chikara Hirayama (Insect Mimetics 
Research Unit) received the Japanese Society of Sericultural Science Award 
for his research on the mechanism of metabolism in silkworm. Natuo Kômoto 
and Shuichiro Tomita (Transgenic Silkworm Research Unit) were given the 
Japanese Society of Sericultural Science Best Technology Award. Sanae 
Wada (Insect-Microbe Research Unit) was recognized by the Japanese 
Society of Sericultural Science for her research on the susceptibility to the 
entomopathogenic fungus.

Meeting Report

The 8th Fibroin-Sericin Workshop
The 8th in the series of NIAS symposium on silkworm research focusing on 

silkworm proteins was held on March 4, 2014 at the Akihabara Convention 
Hall in Tokyo. Several presentations highlighted the utilization of fibroin 
and sericin films, tissue engineering applications, pharmaceuticals and 
cosmetic products. Tsunenori Kameda (Silk Materials Research Unit) gave 
a presentation on the current status and progress of sericin and fibroin 
research at NIAS.

Silk Summit 2014
The Silk Summit 2014 was held at the  Tomioka Silk Mill in Tomioka City, 
Gunma, April 17-18, 2014, just before the site was officially recognized as a 
UNESCO World Heritage site. The summit which included lectures, exhibits 
and visits to the Tomioka Silk Mill, was participated by about 130 participants 
from around Japan. The NIAS presented a panel exhibit on current research 
in transgenic silkworm. 

NIAS Symposium
In conjunction with the 87th annual meeting of the Japanese Tissue 
Culture Association, a NIAS symposium focusing on the current status of 
collagen vitrigel research and applications in in regenerative medicine, drug 
development and as an alternative to animal experiments. The symposium 
was organized by Toshiaki Takezawa (Animal Immune and Cell Biology 
Research Unit) and highlighted the most recent studies from various 
institutes, universities and companies.

Events

BIOtech 2014
The BIOtech Japan, Asia's largest industry gathering of academics, biotech 
and pharmaceutical companies was held at the Tokyo Big Sight on May 14-
16, 2014. NIAS participated in this event with exhibitions and presentations 
in the academic forum by Tsunenori Kameda (Silk Materials Research Unit), 
Mitsuru Sato and Toshiaki Takezawa (Animal Immune and Cell Biology 
Research Unit).

Cultivation of transgenic crops in experimental field
In order to increase public awareness on safety of GMO, the NIAS has 
been maintaining experimental fields of transgenic crops since 2006. This 
year, the cultivation of transgenic crops such as insect resistant maize and 
herbicide resistant soybean was started on June 4, 2014. The experimental 
fields are open for viewing to the general public. 

Cultivation of transgenic crops in isolated field
This year NIAS is maintaining five kinds of transgenic crops including rice 
with cedar pollen peptide, rice with cedar pollen vaccine, rice with multiple 
disease resistance, rice with modulated flowering time response, and 
genetically modified tobacco in isolated experimental fields with controlled 
environment for biosafety purposes. Cultivation of these transgenic rice and 
tobacco was started on four separate occasions on April 23, May 30, June 5 
and June 25, 2014.

NIAS Open House 2014
The yearly NIAS Open House was successfully organized on April 18-
19, 2014 in conjunction with the Tsukuba Science and Technology Week. 
Various events, exhibits, lectures and demonstrations were held to give the 
general public an overview of various researches on agriculturally important 
organisms such as rice, pig, silkworm etc. being conducted in the NIAS 
Kannondai and Owashi campuses.
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Upcoming Events

NIAS Open College
A series of 15 lectures on various aspects of biotechnology and 
the utilization of agrobiological resources. Lectures are in Japanese only.

When:   Every Thursday from September 4 – December 11, 2014 
              6:30 PM ~ 8:30 PM
Where:  Plaza F Shufu Kaikan  
　　　　Rokuban-cho 15, Chiyoda-ku, Tokyo
Details available at www.nias.affrc.go.jp/sc/opencollege/
Contact: 029 (838) 8469 (Public Relations Office)


