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農業生物資源研究所では主要な研究成果を次の４つに分類してい

ます。

�　知的貢献：

　新しい法則・原理の発見、独創的な理論の構築、未知の現

象の予測・発見など、論文発表による知の創造への貢献

�　技術開発：

　生産性の向上及び消費ニーズに対応した品質の向上を図る

上でキーとなる革新的な技術開発研究への貢献

�　農業生産：

　農林水産業における生産活動を通した社会への貢献

�　生物産業：

　成果の活用により社会に直接の利便をもたらすことができ

る産業技術開発への貢献

平成18年度の
主要な研究成果
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［主要研究成果名］イネゲノム全塩基配列の詳細なアノテーション構築

［要　　　　約］イネゲノムのアノテーションを国際協調下で実行し、29,550の遺伝子座を

決定した。これらの遺伝子の機能を推定し、専門家の精査を経た結果を公

開した。これは今後のイネ研究にとってもっとも基本的な情報解析基盤と

なる。

［キーワード］アノテーション、イネゲノム、完全長cDNA、遺伝子数、データベース

［担　　　　当］農業生物資源研究所・基盤研究領域・ゲノム情報研究ユニット

［連　 絡　 先］029-838-7065　　　　　　　［分　　　　類］知的貢献

---------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　イネ（日本晴）ゲノムの全塩基配列解読プロジェクトは、10の国と地域が参加した国際共同計画であり、

2004年12月には完全解読が宣言された。ゲノム塩基配列自体は４種類の塩基の羅列であり、この情報を真

に有用化するためには、ゲノム塩基配列上のどこにどのような遺伝子があるかという生物学的情報を明ら

かにしなければならない。この配列上に生物学的情報を付与することをアノテーションと呼び、これはゲ

ノム情報を有効に活用するために必須の作業である。高精度のアノテーションを作成することでイネゲノ

ム研究の発展に資するため、国際協調下でのプロジェクトを遂行する。

［成果の内容・特徴］

１．農業生物資源研究所を中心とするグループにより、イネゲノム全塩基配列の解読が達成された。こ

のゲノム情報を最大限に活用し、かつイネゲノム研究における日本のリーダーシップを引き続き確

保するため、12の国と地域、計35研究機関からなる国際共同プロジェクトであるイネアノテーショ

ン計画（Rice Annotation Project, RAP）を組織した。

２．イネゲノム全塩基配列及び完全長cDNA配列などを利用し、29,550の遺伝子座を確定した（表１）。

また、これまでにcDNAが取られていない遺伝子の数を見積もり、イネの遺伝子総数はおよそ32,000

個と推定した。

３．確定したイネ遺伝子のうち28,540個はタンパク質をコードする可能性があり、これらの機能をRAP

メンバーの専門家が精査した結果、19,969個（およそ70％）の機能が説明できた。さらに、タンパ

ク質をコードしない非翻訳RNA遺伝子の有力な候補を131個見つけた。

４．確実と思われるイネ遺伝子の数は、イネゲノム計画初期の頃の過去の予想から大幅に減少し、シロ

イヌナズナでの推定数（例えばTAIRでは26,541個）と比べても極端に差はないことが分かった。また、

イネゲノムには種を越えて幅広く保存されている遺伝子が多数ある一方、多種に相同配列のないよ

うな、イネ属に特異的と思われる遺伝子も5,663個見出されており、イネを特徴付ける遺伝子として

今後の重要な研究対象になると思われる（図１）。

５．今回の成果は、今後のイネゲノム研究の進展に大きく貢献するものと期待される。今回得られた成

果は、イネに関わる研究者が誰でも利用できるように、データベースとして広く公開されている（図

２）。URLは以下の通り。

　　　　http://rapdb.dna.affrc.go.jp/ または http://rapdb.lab.nig.ac.jp/

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．今回推定した遺伝子機能は今後の実験検証が必要である。現在世界中で進行している遺伝子破壊株

作成のような機能ゲノム研究の成果を取り込みながら、より強力なイネゲノム情報基盤として成長

していくことが期待される。

２．本研究で確定した遺伝子の情報を利用したイネゲノムの大規模解析が、実験及びインフォマティク

スの両面でいっそう進む。

３．イネアノテーションの技術を応用して他のイネ科植物（ムギ類等）のアノテーションを行うことに

より、比較ゲノム研究のための重要基盤とすることができる。
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［具体的データ］

表１　イネゲノム及び遺伝子座の統計情報

ゲノム長（bp） 370,429,994

GC含量（％） 　　　 43.6

確定した遺伝子座 　　 29,550

　　完全長cDNAがある遺伝子座 　　 20,507

　　位置が不明確な完全長cDNAクラスター 　　　2,102

　　ESTのある遺伝子座 　　　6,941

［その他］
研究課題名：イネアノテーションの推進

予 算 区 分：科振調、中期計画課題コード：A06、研究期間：2004～2006年度

研究担当者：伊藤剛、田中剛、沼寿隆、バルタザールＡアントニオ、菊池尚志、松本隆、宮尾安藝雄、長村吉

晃、廣近洋彦、佐々木卓治

発表論文等：

1）　Itoh, Tanaka, Barrero, Yamasaki, Fujii, Hilton, Antonio, Aono, Apweiler, Bruskiewich, Bureau, Burr, 

Costa de Oliveira, Fuks, Habara, Haberer, Han, Harada, Hiraki, Hirochika, Hoen, Hokari, Hosokawa, 

Hsing, Ikawa, Ikeo, Imanishi, Ito, Jaiswal, Kanno, Kawahara, Kawamura, Kawashima, Khurana, 

Kikuchi, Komatsu, Koyanagi, Kubooka, Lieberherr, Lin, Lonsdale, Matsumoto, Matsuya, McCombie, 

Messing, Miyao, Mulder, Nagamura, Nam, Namiki, Numa,Nurimoto, O'Donovan, Ohyanagi, Okido, 

OOta, Osato, Palmer, Quetier, Raghuvanshi, Saichi, Sakai, Sakai, Sakata, Sakurai, Sato, Sato, Schoof, 

Seki, Shibata, Shimizu, Shinozaki, Shinso,Singh, Smith-White, Takeda, Tanino, Tatusova, Thongjuea, 

Todokoro, Tsugane, Tyagi, Vanavichit, Wang, Wing, Yamaguchi, Yamamoto, Yamamoto, Yu, Zhang, 

Zhao, Higo, Burr, Gojobori, Sasaki（2007）Genome Res.  17:175-183.

2）　Ohyanagi, Tanaka, Sakai, Shigemoto, Yamaguchi, Habara, Fujii, Antonio, Nagamura, Imanishi, Ikeo, 

Itoh, Gojobori, Sasaki（2006）Nucleic Acids Res. 34:D741-D744.

図１　イネおよびシロイヌナズ

ナ遺伝子の相同性の分類

図２　イネアノテーションの成

果を公開しているデータ

ベース
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［主要研究成果名］種子着生数を３倍にするオオムギ六条性遺伝子の単離

［要　　　　約］二条オオムギにおいて穂の一部の器官の発達を強制的に抑えている遺伝子

の単離に成功した。この遺伝子はわずか１塩基の突然変異でその機能は失

われて抑制が解かれ、六条になることが明らかとなった。イネ科作物の進

化と栽培起源、および高収量性の観点から画期的な発見である。

［キーワード］イネ科、ゲノム、栽培化、突伝変異、転写因子、収量

［担 当］農業生物資源研究所・植物ゲノム研究ユニット、QTLゲノム育種研究セン

ター、重点支援

［連 絡 先］029-838-7482　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　六条オオムギは食品や飼料として、二条オオムギはビール醸造用として世界で広く栽培

されている主要穀物である。考古学的には、オオムギは約１万年前にまず二条オオムギが

栽培化され、その後、穂に３倍の種子を着け、収量の多い六条オオムギが急速に普及した。

作物栽培起源研究の気運の中、この栽培化にあたって重要な役割を果たした六条性遺伝子

を取り出し、進化の原因を解明することが世界的な関心事であった。

［成果の内容・特徴］

１．全てのオオムギは穂軸に３個の一花小穂を着けるが、全ての小穂が結実するタイプの

六条オオムギと、３個のうち中央の小穂だけが結実するタイプの二条オオムギに分け

られる（図１）。この条性の違いは１遺伝子支配であり、二条が遺伝的に優性である（遺

伝子型Vrs1）。すなわち、Vrs1は二条オオムギで側列の小穂の発達を強制的に抑制し

ている（図１）。

２．Vrs1の詳細な連鎖地図と物理地図の作成をすすめ、遺伝子の単離に成功した。単離

した遺伝子Vrs1は予想通り二条オオムギの両側の小穂原器でのみ発現していること

が明らかとなり、小穂自身の発達を抑えていることが示された（図２）。一方、わず

か１塩基の突然変異でその機能は失われ、両側の小穂も発達し、六条オオムギになる

ことを明らかにした（図３）。

３．この遺伝子Vrs1からつくられるタンパク質は、他の遺伝子の働きを制御すると推定

される、HD-ZIP_I型の転写因子であることが明らかになった（図３）。48系統の突然

変異体を分析したところVrs1遺伝子の塩基配列に機能欠損をもたらす変異が認めら

れた（図３）。これ以外の７系統の突然変異体ではVrs1遺伝子の転写レベルが著しく

低下したことが形態変化の原因であった。

４．Vrs1遺伝子のDNA塩基配列を用いた進化系統解析の結果、Vrs1（二条）からvrs1（六条）

への突然変異には有意に異なる３つのルート（a1、a2、a3）が認められるため（図４）、

一万年のオオムギ栽培の歴史の異なる時代・地域でこの変異が独立に生じたと考えら

れる。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．国内で既に得られていたイネゲノム塩基配列解読情報を近縁のオオムギに適用した成

功例であり、今後、他のイネ科作物における同様の研究に応用できる。

２．イネ科作物の進化や栽培起源の研究ばかりではなく、作物の収量性改良にも利用でき

る重要な成果である。
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［具体的データ］

［その他］
研究課題名：オオムギの穂の形態形成に関与する遺伝子の単離と構造解析

オオムギ条性遺伝子の単離とその構造解析

予 算 区 分：「多様性ゲノム」、中期計画課題コード：A02、研究期間：2005～2007年度

「遺伝地図とミュータントパネルを利用した単離および機能解明」、中期計画課題コード：

D-1-1-1、研究期間：2000～2004年度

研究担当者：小松田隆夫、Mohammad Pourkheirandish、Congfen He、Perumal Azhaguvel、松本隆、矢野

昌裕、田切明美

発表論文等：

1）　Komatsuda T, Pourkheirandish M, He C, Azhaguvel P, Kanamori H, Perovic D, Stein N, Graner A, 

Wicker T, Tagiri A, Lundqvist U, Fujimura T, Matsuoka M, Matsumoto T, Yano M（2007）Six-rowed 

barley originated from a mutation in a homeodomain-leucine zipper I-class homeobox gene. Proc. Natl. 

Acad. Sci.  USA 104:1424-1429.

2）　特許申請：国内出願　小松田隆夫、矢野昌裕、松本隆「オオムギ条性遺伝子とその利用」特願 2005-359826

平成17年12月14日提出（所内整理番号 独183）（および同国際出願）．

図１．オオムギの穂の構造

二条の側列の小穂は発達が抑制されて種子を着け

ない。Ａ 二条、Ｂ 二条の三小穂、Ｃ 六条の三小

穂、Ｄ 六条。

図２．二条オオムギ幼穂における遺伝子発現

Vrs1遺伝子は側列小穂の原器部分（赤矢印）

で働き、器官の発達を強く抑制している。

図３．六条性突然変異体のVrs1遺伝子の変異点の解析

アミノ酸置換（青字）、終止コドンの形成（赤字）、

スプライシング変異、および欠損変異（deletion）が、

形態変異の原因である。

図４．Vrs1遺伝子のDNA塩基配列にもとづ

くオオムギ系統解析

Vrs1（二条）からvrs1（六条）の進化には

３つの独立した系譜が認められる。
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［主要研究成果名］イネ栽培化の鍵となった脱粒性抑制遺伝子を同定

［要　　　　約］ジャポニカ品種「日本晴」とインディカ品種「カサラス」間に見出され

た QTLのひとつであるqSH1遺伝子を単離し、日本等で栽培されているイ

ネ品種の栽培化に必須であった脱粒性の喪失過程の鍵となったと思われる

DNA変異を同定した。

［キーワード］イネ、脱粒性、栽培化、QTL解析、アソシエーション解析、ゲノム育種

［担　　　　当］農業生物資源研究所・基盤研究領域・植物ゲノム研究ユニット、QTLゲノ

ム育種センター

［連 絡 先］029-838-7446　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　日本で栽培されているイネは、約１万年前に、中国の長江中流域で、栽培化され、その後日本に

伝えられたと考えられている。自生していたイネ（野生イネ）が栽培イネになるまで、つまり、人

間の手によるイネの栽培化の過程においては、草型の変化、稔性の向上、自殖性の獲得、種子の形・

大きさの変化等、様々な望ましい農業形質が人為選抜を繰り返すことで改善され、収量性の向上が

起こったと考えられる。なかでも、野生イネに特徴的な脱粒性を喪失する過程は、イネの栽培化の

上で、コメの収穫量を上昇させる重要な変化であった。この特性に着目して遺伝子同定を試みた。

［成果の内容・特徴］

１．比較的脱粒しやすい品種であるインディカ型イネ品種のカサラスと、ほとんど脱粒しないジャ

ポニカ型イネ品種の日本晴の品種間での脱粒性の差を利用して、これに関与する遺伝子をQTL

解析によって同定した（図１）。

２．その中で、最も脱粒性への効果が大きかった遺伝子をqSH1遺伝子と名づけ、その後の解析を行っ

た。qSH1領域だけがカサラス型の系統（準同質置換系統と言う）（NIL（qSH1））を作成した

ところ、日本晴では、全く形成されない離層（脱粒時に組織が崩壊する層状の細胞群）がもみ

の基部に形成されるようになり（図２）、カサラスでは離層を形成する機能をもっているqSH1

遺伝子が、突然変異等によりその機能を失うことで日本晴が脱粒性を失ったことが示唆された。

３．次に、１万個体を超えるサンプルを用いて詳細な遺伝解析を行い、qSH1遺伝子をマッピング

し、qSH1遺伝子の機能の違いを決めているDNA配列の変異を明らかにした（図３）。さらに、

同定した塩基配列の変異の場所から１万２千塩基（12kb）離れたところにある遺伝子がqSH1

遺伝子そのものであることも明らかにした。

４．今回明らかにした変異が、野生イネをはじめ、いろいろなイネ系統・品種内にどのように分布し

ているかを調べた結果、ジャポニカ型イネ系統内にのみに見いだされた。このことは、約１万年

前から3000年前（水稲が日本に伝来した時期）までに、このDNA変異をもつ個体を、古代人が、

脱粒せず、より栽培に向いているイネとして、選抜したということを示唆している（図４）。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．インディカ型イネの多くは、ジャポニカ型イネに比べると脱粒しやすいものが多く、いまでも

収量を減らす原因のひとつとなっている。今回同定した変異を、交配によりインディカ型イネ

に導入すれば、世界の多くの人が主食として食しているインディカ型イネの収量増加に大きく

貢献すると期待できる。

２．イネの栽培化で選ばれた遺伝子、そして、そのDNA変異の同定が、今後の育種にも役立つ可

能性を示した。

３．シロイヌナズナとの知見の比較により、今回の遺伝子単離は、離層形成に係る進化上保存され

た分子機構の存在を示唆している。
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［具体的データ］

［その他］
研究課題名：農林水産省委託プロジェクト「遺伝地図とミュータントパネル利用型」穂及び穎花の形態形成に

関与する遺伝子の単離とその構造解析

農林水産省委託プロジェクト「多様性ゲノム解析研究」イネ脱粒性遺伝子の栽培化における役割

およびイネ科作物の脱粒性の比較生物学的解析

予 算 区 分：ミュータントパネルMP1113a､ 研究期間：1999～2001年度

　　　　　　多様性ゲノムGD2008、研究期間：2006～2007年度

研究担当者：井澤毅、小西左江子、林少揚、江花薫子、福田善通、佐々木卓治、矢野昌裕

発表論文等：

1）　Konishi S, Izawa T, Lin S-Y, Ebana K, Fukuta Y, Sasaki T, Yano M（2006）An SNP caused loss of 

seed shattering during rice domestication. Science  312:1392-1396. 

2）　小西、井澤、矢野（2006）ブレインテクノニュース117:14-18.

3）　小西、矢野、井澤（2007）農業と園芸 82:445-456.

4）　井澤（2007）植物の進化（植物細胞工学シリーズ23）:144-152.

図１．日本晴とカサラスの交雑後代（F2 集団）を

用いた QTL解析

QTL解析の結果、○で示した５カ所に脱粒性

のQTLが検出された。その中で、第１染色体

長腕に検出されたqSH1は最も影響力の大き

いQTLであった。

図２．qSH1遺伝子は離層形成に必須である

NIL（qSH1）はカサラスのQTL領域断片をもった日

本晴背景の準同質置換系統。

図３．脱粒性の原因となるSNPの高精度マッピング

図４．同定したSNPの起源

今回同定した脱粒性SNP

は、１万年～3000年前に中

国で生じた変異をヒトが利

用したと考えられる。
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［主要研究成果名］遺伝子導入とDNA相同組換えを促進する植物の染色体再凝集の遅延

［要 約］特定の遺伝子の改変を可能にするジーンターゲッティングは、DNA相同組

換え機構を利用していると考えられている。植物のDNA複製後の染色体再

凝集の遅延は、遺伝子導入効率とDNA相同組換え効率を顕著に向上させる

ことを見出した。

［キーワード］ジーンターゲッティング、DNA相同組換え、染色体高次構造、遺伝子導入

［担 当］農業生物資源研究所・植物科学研究領域・遺伝子組換え技術研究ユニット

［連 絡 先］029-838-8450　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　ピンポイントでの遺伝子操作を可能にするジーンターゲッティングは、遺伝子機能の改

変による社会的受容性の高い新規植物の創出につながる技術である。ジーンターゲッティ

ングは、外来遺伝子の導入とその後の相同組換えにより、外来遺伝子が染色体上の相同

な遺伝子と置き換わることにより達成される。したがって、実用的なジーンターゲッティ

ング系の構築には、遺伝子導入効率と相同組換え効率の向上が欠かせない。本研究では、

高度に凝集した染色体構造（染色体高次構造）が植物における遺伝子導入と相同組換え

を抑制しているとの仮説を立て、DNA複製後の染色体再凝集を担うCAF-1（Chromatin 

assembly factor-1）に注目し、その欠損株における遺伝子導入および相同組換え効率につ

いて解析した。

［成果の内容・特徴］

１．相同組換えが起こると、その細胞で機能的なβ-グルクロニダーゼ（GUS）遺伝子が発

現するシロイヌナズナを作製した。GUSの発現頻度により、相同組換え効率の評価

を行った結果、CAF-1欠損株では、相同組換えの頻度が野生型の約40倍と、著しく上

昇していることが明らかになった（図１）。

２．野生型アグロバクテリウムを根の断片へ接種する実験によって、CAF-1が欠損すると、

外来遺伝子の植物ゲノムへの導入効率も顕著に向上することが示された（図２）。

３．CAF-1欠損株ではDNA損傷が増加し（図３）、相同組換え関連因子をコードする

mRNAの転写量が増加していることが明らかとなった。また、細胞周期のS-G2期の

延長が観察された（図４）。 

４．これらの観察は、CAF-1の欠損により生じる染色体再構成の遅れが、相同組換え効率

ならびに遺伝子導入効率の向上をもたらすことを示している。また、S-G2期の延長

と DNA損傷の増加も、相同組換え関連因子の発現を上昇させ、結果的に相同組換え

効率の向上に貢献したと推定される。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．相同組換え効率の向上は、効率的なジーンターゲッティング系を構築するうえで重要

な要因であり、本研究で得られた知見は植物の分子育種に貢献できるものである。

２．また、成果２で述べた、CAF-1の欠損による外来遺伝子の植物ゲノムへの導入効率の

向上は、形質転換系の改良・向上にも有効な知見である。

３．CAF-1欠損株におけるこれらの特徴は、植物分子育種上有用である。その一方で、染

色体高次構造の維持はゲノムの安定性にも関与することを考慮すると、CAF-1をノッ

クアウトした植物体そのものの利用は難しい。そこで、染色体高次構造を制御する他

の因子の利用や、一過的なCAF-1の機能抑制等の工夫が必要である。
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［具体的データ］

［その他］
研究課題名：高等植物のDNA組換え修復システムの誘導機構の解析

予 算 区 分：原子力試験研究、中期計画課題コード：C11、研究期間：2004～2006年度

研究担当者：遠藤真咲、石川優一、刑部敬史、中山繁樹、阿部清美、市川裕章、土岐精一

発表論文等：

Endo M, Ishikawa Y, Osakabe K, Nakayama S, Kaya H, Araki T, Shibahara K, Abe K, Ichikawa H, 

Valentine L, Hohn B, Toki S（2006）Increased frequency of homologous recombination and T-DNA 

integration in Arabidopsis CAF-1 mutants. EMBO J. 25: 5579-5590.

図１．CAF-1欠損株での相同組換え効率の上昇

相同組換えが生じた細胞では機能的なGUS遺伝

子が発現し、基質を与えることにより青く染まる。

図２．CAF-1欠損株での遺伝子導入効率の向上

野生型アグロバクテリウムを根の断片

に接種すると、遺伝子導入が生じた細

胞では植物ホルモンが合成され、カル

スが形成される。

図３．CAF-1欠損株でのDNA損傷の増加　

彗星の尾のように見える部分は、損傷を受けた

DNAを示す。

図４．CAF-1欠損株でのS-G2期の延長

S-G2期特異的に発現するCycB1;1プロ

モーターとGUSの融合遺伝子が発現し

ているところが青く染まる。
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［主要研究成果名］イネのキチンオリゴ糖エリシター受容体遺伝子の同定

［要 約］植物病原糸状菌細胞壁成分であるキチンの断片はごく微量でも植物に強い

生体防御応答を誘導する。その受容・認識に関わるタンパク質をイネ細胞

膜から精製し、遺伝子の構造を明らかにした。この遺伝子はイネゲノム中

に１コピーのみ存在した。

［キーワード］イネ、エリシター、キチンオリゴ糖、受容体、生体防御応答

［担 当］農業生物資源研究所・植物科学研究領域・植物・微生物間相互作用研究ユ

ニット

［連 絡 先］029-838-7910　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　高等植物は病原微生物の感染を鋭敏に認識し生体防御応答を展開して身を守る。この感

染のシグナルとなる物質はエリシターと呼ばれ、特に病原糸状菌の細胞壁多糖の加水分解

物が強力なエリシターとして働くことが知られている。その中でもキチンの断片（キチン

オリゴ糖）は低濃度で強力な作用を持つ。このようなエリシターの受容機構の解明は植物

の病害抵抗性機構の理解のみならず、それを増強することによる抵抗性作物育種への道を

開くものとして重要である。本研究では、ほとんど実体のわかっていないエリシター受容

体の分子構造を明らかにすることを目的とした。

［成果の内容・特徴］

１．高純度のイネ原形質膜を出発材料とし、界面活性剤処理による可溶化、アフィニティ

カラムクロマトグラフィーによって、キチンオリゴ糖に親和性の高い原形質膜タンパ

ク質（CEBiP;Chitin Elicitor-Binding Protein）を高度に精製した。このタンパク質

は電気泳動で測定した分子量が75kDaであった。

２．このタンパク質を電気泳動のゲルから抽出し、N末端のアミノ酸配列を解読した。そ

れをもとに作製したプライマーでPCRを行い、アミノ酸配列が完全に一致するタン

パク質をコードするcDNAを単離した。この塩基配列から推定されるアミノ酸配列中

には、別途解読した３カ所の内部アミノ酸配列と完全に一致する配列が含まれていた

ことから、このcDNAがCEBiPをコードするものと結論した。

３．このcDNAは328アミノ酸からなる分子量約35kDaのタンパク質をコードしており、精製

タンパク質の見かけの分子量（75kDa）との差は糖鎖修飾によるものであると考えられた。

また、キチン結合モチーフの一つであるLysMドメインを２カ所持ち、C末端側に膜貫通

領域を持っていたが（図１）、細胞質ドメインと思われる構造は見出されなかった。

４．このタンパク質の発現をRNAi法によって抑制したイネ細胞は、リポ多糖エリシター処理

による過酸化水素生成が正常であったのに対し、キチンオリゴ糖エリシター処理ではそれ

が有意に抑制された（図２）。またエリシターに応答して発現が変化する遺伝子の種類が

顕著に減少した（図３）。これらの結果からCEBiPはキチンオリゴ糖エリシターのシグナ

ルを特異的に受容し、生体防御応答を誘導する機能を持つことが明らかとなった（図４）。

５．CEBiPのmRNA量はキチンオリゴ糖処理により増加したことから、イネはエリシター

シグナルを受容すると、受容体タンパク質（センサー）量を増加させることによって

シグナルをより鋭敏に認識するメカニズムを持っていることが強く示唆された。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

　エリシターは幅広い病原菌に対する抵抗性を付与することが知られている。CEBiPの発

見は、病原菌の種類を問わず広範囲な病害抵抗性を付与する新たな戦略を樹立するための

基礎的知見となる。
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［具体的データ］

［その他］
研究課題名：糖質性エリシターとその認識機構および情報伝達機構の解明

予 算 区 分：生研基礎、重要形質 ､中期計画課題コード：B41､ 研究期間：1996～2007年度

研究担当者：賀来華江（現明治大学）、渋谷直人（現明治大学）、西澤洋子、秋本千春、南　栄一

発表論文等：

Kaku H, Nishizawa Y, Ishii-Minami N, Akimoto-Tomiyama C, Dohmae N, Takio K, Minami E, Shibuya N

（2006）Plant cells recognize chitin fragments for defense signaling through a plasma membrane receptor. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103: 11086-11091.

図１　CEBiPの全アミノ酸配列とドメイン

青；シグナル配列（SIG）、赤；LysMド

メイン、緑；膜貫通領域（TM）

図２　CEBiP/RNAi細胞による過酸化水素の

生産

CEBiPの発現を抑制するとキチンオリ

ゴ糖による過酸化水素の生産が特異的

に抑制される。

図３　CEBiP/RNAi細胞の遺伝子発現の変化

CEBiPの発現を抑制するとキチンオリゴ糖処理

によって発現が変化する遺伝子数が減少する。

赤：発現量が上昇した遺伝子

青：発現量が減少した遺伝子

図４　CEBiPを介したキチンオリゴ糖エリシ

ターのシグナル伝達過程の模式図
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［主要研究成果名］タンパク質リン酸化酵素（CCaMK）の活性化による根粒の形成

［要 約］CCaMKは根粒の形成に必要なタンパク質リン酸化酵素である。CCaMKが

常に活性状態になっているミヤコグサの変異体では、根粒菌が感染しなく

ても自発的に根粒ができることから、CCaMKが根粒形成システムを制御

していることが明らかとなった。

［キーワード］CCaMK、根粒形成システム、自発的根粒、Nodファクター、Ca2+スパイキング

［担 当］農業生物資源研究所・植物科学研究領域・植物微生物相互作用研究ユニット

［連 絡 先］029-838-8377　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　マメ科植物は、根粒菌と共生することによって、根粒菌が固定した大気窒素を利用して

生育することができる。マメ科植物の根では、根粒菌が放出する感染シグナル（Nodファ

クター）を認識し、宿主植物の根粒形成システムがオンになることによって根粒が形成さ

れる。Nodファクターは、宿主植物にCa2+（カルシウムイオン）の周期的な濃度変動（Ca2+

スパイキング）を引き起こすが、Ca2+スパイキングが根粒形成システムをどのようにして

オンにしているのかはわかっていない。Ca2+スパイキングと根粒形成システムをつなぐ遺

伝子を明らかにするため、マメ科植物のミヤコグサを用いて、根粒菌を感染させても根粒

ができない変異体や、根粒菌が感染しなくても根粒が自発的にできてしまう変異体を選抜

し、変異の原因である遺伝子の解析をおこなった。

［成果の内容・特徴］

１．根粒菌を感染させても根粒ができない変異体の解析により、根粒形成システムに必要な

複数の遺伝子が見つかっている（図１）。今回、NodファクターによりCa2+スパイキン

グが引き起こされるが、根粒ができない変異体の原因遺伝子としてCCaMKを同定した。

２．CCaMKはキナーゼドメイン、カルモジュリンが結合する自己阻害ドメイン、Ca2+が

結合するEFハンドからなる（図２a）。Ca2+スパイキングにより細胞の中のCa2+が増え、

EFハンドに結合する。続いて、キナーゼドメインのスレオニン残基が自己リン酸化

されると、CCaMK分子の立体構造が変化して、カルモジュリンが自己阻害ドメイン

に結合できるようになる。カルモジュリンが結合すると、CCaMKは活性化した状態

になると考えられる（図２b）。

３．根粒菌が感染しなくても根粒が自発的にできる変異体を解析したところ、CCaMKの

キナーゼドメインのスレオニン（T）残基が、イソロイシン（I）残基に変異していた。変

異型CCaMK-TIは、根粒菌が感染しなくても活性状態となり、根粒形成システムをオ

ンにできるため、自発的に根粒が形成されると考えられる。（図３）。

４．自己リン酸化されるスレオニン（T）残基をアスパラギン酸（D）残基に変換した

CCaMK-TD（図４a）遺伝子をミヤコグサに形質転換したところ、この形質転換植物は

根粒菌の感染なしに、自発的に根粒を形成した（図４b,c）。

５．以上の結果から、CCaMKが共生のための器官＝根粒形成の鍵を握る重要な遺伝子で

あることが明らかになった。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．CCaMK-TDの形質転換により自発的根粒を誘導する系（図３）は、根粒菌の感染、

および、根粒形成に必要な遺伝子の相互関係を解析する系として活用できる。

２．根粒菌が感染していない自発的根粒と、根粒菌が感染している正常根粒を比較するこ

とで、根粒形成システムと根粒菌の感染システムを分離して解析することが可能にな

ると期待できる。
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［具体的データ］

［その他］

研究課題名：感染受容及び根粒形成を制御する遺伝子ネットワークの解明

予 算 区 分：生研基礎・交付金プロ「共生系」、中期計画課題コード：B41

研 究 期 間：2002～2007年度

研究担当者：今泉（安楽）温子、馬場真里、中川知己、川崎信二、河内宏

発表論文等： 

1）　Tirichine L, Imaizumi-Anraku H, Yoshida S, Murakami Y, Madsen LH, Miwa H, Nakagawa T, Sandal 

N, Albrektsen AS, Kawaguchi M, Downie A, Sato S, Tabata S, Kouchi H, Parniske M, Kawasaki S, 

Stougaard J（2006）Deregulation of a Ca2+/calmodulin dependent kinase leads to spontaneous nodule 

development. Nature  441: 1153-1156.

2）　林誠、今泉（安楽）温子、川口正代司（2006）共生シグナルの受容と共通シグナル伝達経路の分子遺伝

学的解明「ミヤコグサで解き明かす菌根・根粒共生系の分子基盤」. 蛋白質・核酸・酵素， 51:1030-1037.

図１．根粒形成システムに必要な遺伝子群 図２．CCaMKの構造（a）とCa2+による活性化

の過程（b）

図３．常に活性状態にあるCCaMK-TIによる

自発的な根粒形成の誘導

図４．変異型CCaMK-TDを形質転換したミ

ヤコグサ

根粒菌の感染の有無により，正常根粒

（b）と自発的根粒（c）ができる。



－ 16 － － 17 －

［主要研究成果名］BAC末端塩基配列を利用したカイコSNP連鎖地図構築

［要 約］カイコBACクローン約８万の両末端塩基配列解析した。その情報を元にカ

イコ品種p50TとC108T間で検出した一塩基多型（SNP）を利用し、BAC

をマーカーとした高密度のSNP連鎖地図を構築した。

［キーワード］カイコ、一塩基多型（SNP）、連鎖地図、BAC

［担 当］農業生物資源研究所・昆虫科学研究領域・昆虫ゲノム研究・情報解析ユニット

［連 絡 先］029-838-6120　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　カイコの突然変異個体の中には食性や斑紋形成など環境への適応につながるものも多く、その原因遺伝子の同

定・単離や機能解明は昆虫に特徴的な生存戦略を生命科学レベルで明らかにする上で重要である。近年、我々の

ユニットはカイコゲノム塩基配列解析や発現遺伝子解析など各種ゲノム情報を整備してきた。これらを九州大学

を中心にまとめられている形質遺伝地図情報と統合することにより、長年蓄積されてきたカイコの突然変異体研

究に関する生理学的、遺伝学的成果を分子レベルでの研究に繋げることが容易になり、変異体解析における強力

なツールとなるものと期待される。

　本研究では、BACの末端塩基配列情報を元に一塩基多型（SNP）を検出し、それを利用したBACマーカー連

鎖地図を作成することで、物理地図や発現遺伝子、ゲノム塩基配列情報および形質情報等の各種カイコゲノム情

報を統合したデータベースの作成に貢献することを目指している。

［成果の内容・特徴］

１．BACクローン81,024個の両末端塩基配列解析を行い、約16万リードの塩基配列データを得た。カイコ品種

p50T、C108T間でBAC末端塩基配列情報に基づく一塩基多型（SNP）検出を行い、BACクローンをマーカー

としたSNP連鎖地図を構築した（図）。

２．作成した連鎖地図はカイコの染色体数と同じ28連鎖群からなり、各連鎖群のマーカー数は29～100個、遺伝

距離は45～77cM、28連鎖群のマーカー総数1,738個、遺伝距離総長は1,475cM、マーカー間の平均距離は

0.85cMと高密度である。

３．SNP連鎖地図と形質遺伝地図との統合を行うために形質マーカー遺伝子を用いた交配実験を行い、解析可

能な26連鎖群全てにおいて番号を一致させた。また、28連鎖群のうち第 2、3、7、10、11、14、17、20、22

の９連鎖群については地図の向きの対応も確定した。

４．統合化データベース開発のため、SNP連鎖地図上のBACマーカーを起点にしてEST、FPC物理地図、及び

全ゲノム塩基配列情報を関連づけ、最終的にはゲノム長の約88％にあたる全ゲノム塩基配列スキャホルド

を連鎖地図上に位置づけ、KAIKObaseの構築に貢献した。

５．連鎖地図両端のBACを用いた染色体FISHにより構築したSNP連鎖地図が染色体の80％以上をカバーして

いる事を確認した。

６．BACクローン両末端、約16万個の塩基配列データは、SNP連鎖地図作成だけでなくフィンガープリント法

で構築したBAC物理地図の検証や全ゲノムショットガン塩基配列データのアセンブル結果の評価に多大な

貢献をした。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．形質遺伝地図と番号や向きの対応を付けた事及びKAIKObaseにより連鎖地図と物理地図、塩基配列情報、

発現遺伝子情報などを全てリンクした事で、ポジショナルクローニング法を用いた遺伝子単離を効率的に

行う基盤を構築できた。

２．今後は、これまで我国を中心に蓄積されてきたカイコの形質突然変異情報を昆虫研究に活用するため、SNP

等の分子マーカー連鎖地図と形質連鎖地図との統合をより一層進める。また、地図上のマーカー密度の低い

領域に新規マーカーを創出し、残りのゲノム塩基配列スキャホルドの染色体上の位置を特定する。その上で、

例えばオープンラボのような国内外の研究者がこれらの情報やツールを利用しやすい仕組みも構築する。



－ 16 － － 17 －

［具体的データ］

［その他］
研究課題名：SNPsを利用したカイコ連鎖地図の作成

予 算 区 分：昆虫テクノ ､　中期計画課題コード：A-（3）､　研究期間：2003～2006年度

研究担当者：山本公子、生川潤子、野畑順子、門野敬子、三田和英

発表論文等：

1）　Yamamoto K, Narukawa J, Kadono-Okuda K, Nohata J, Sasanuma M, Suetsugu Y, Banno Y, Fujii H, 

Goldsmith MR, Mita K（2006）Genetics  173:151-161. 

2）　Yamamoto K, Narukawa J, Kadono-Okuda K, Nohata J, Suetsugu Y, Sasanuma M, Sasanuma S, 

Minami H, Shimomura M, Mita K（2006）7th International workshop on the molecular biology and 

genetics of the Lepidoptera.

3）　Yamamoto K, Narukawa J, Kadono-Okuda K, Nohata J, Suetsugu Y, Sasanuma M, Sasanuma S, Mita 

K（2006）International Symposium on Insect Genetics & Genomics.

図１　カイコSNP連鎖地図

　図　カイコSNP連鎖地図



－ 18 － － 19 －

［主要研究成果名］トランスポゾンminosを用いた遺伝子組換えカイコ作出法

［要 約］MinosはTc/mariner属でゲノム中の塩基配列TTAAを認識するDNA型のト

ランスポゾンである。このトランスポゾンを調べた結果、遺伝子組換えカ

イコを作るためのベクターとして利用できることが分かった。すなわち、

このトランスポゾンのベクターと転移酵素のｍRNAをカイコ卵に注射した

結果、多数の遺伝子組換えカイコが作出された。導入された外来遺伝子は

カイコのゲノムDNA中に取り込まれ、次世代に安定して伝わった。

［キーワード］遺伝子組換えカイコ、ベクター、minos、トランスポゾン

［担 当］独立行政法人・農業生物資源研究所・遺伝子組換えカイコ研究センター

［連 絡 先］029-838-6091　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　カイコでは、これまでにDNA型のトランスポゾンpiggyBacによる組換え体の作出法が

報告されている。しかしながら、piggyBac以外のトランスポゾンでは組換えカイコは作

出されていない。トランスポゾンpiggyBacはTTAA属ともいわれ、ゲノム中のTTAA配列

中に転移する。染色体中のTTAA配列以外の位置に外来遺伝子を挿入する場合やトランス

ポゾンpiggyBacの転移酵素遺伝子をカイコのゲノムに入れ、安定的に発現させるために

は、ベクターとして用いることのできるトランスポゾンの種類を増やすことが重要であ

る。minosはDrosophila hydeiから見つかったTc/mariner属のトランスポゾンで、両末端

に254bpの逆位末端配列を持っている。全体の大きさは約1.8Kbpで。これまでに双翅目

昆虫であるショウジョウバエやカでベクターとして機能することが報告されている。我々

の研究でも、minosはカイコの卵においてプラスミド間で転移し、ベクターとして機能す

る可能性が高いことが報告さている。

　そこで、本研究ではトランスポゾンminosを用いて新しくベクターを構築し、効率よく

組換えカイコを作出することができるかどうかについて検討した。

［成果の内容・特徴］

１．遺伝子組み換え体を作出するためのベクターとして、トランスポゾンminosの逆位末

端反復配列の間に細胞質アクチンの上流をプロモーターとするGFP遺伝子を挿入し

たベクターを作成した（図１）。同時にminosの転移酵素遺伝子の上流に同じプロモー

ターを挿入したヘルパーを作成した。

２．このベクターとヘルパーを一緒にカイコ卵に注射した結果、２系統の遺伝子組換えカイ

コが得られた。この場合の組換えカイコの作出効率は１％以下であり、非常に低かった。

３．遺伝子組換えカイコの作出効率を上げるため、in vitroでminosの転移酵素のmRNA

を合成し、このmRNAをヘルパーとして遺伝子組換えカイコ作出実験を行った。そ

の結果、遺伝子組換えカイコの作出効率は飛躍的に高くなることが分かった（表１、

図２）。

４．以上の結果からDNA型のトランスポゾンminosは遺伝子組換えカイコ作出のためのベ

クターとして利用できることが明らかになった。これは、minosが鱗翅目昆虫のベク

ターとして利用できることを示した世界で最初の実験である。

［成果の活用上の留意点・波及効果・今後の展望等］

１．遺伝子組換えカイコを作るための新しいベクターとして利用できる。

２．カイコにおいてpiggyBacとminosの２種類のトランスポゾンがベクターとして利用で

きるため、エンハンサートラップやジーントラップ系の開発が可能となった。



－ 18 － － 19 －

［具体的データ］

［その他］
研究課題名：遺伝子組換え昆虫を利用した有用物質生産技術の開発

予 算 区 分：交付金、中期計画課題コード：C13、研究期間：2006年度

研究担当者：田村俊樹、米村真之、飯塚哲也、立松謙一郎、瀬筒秀樹、小林功、内野恵郎、小島桂

発表論文等：

1）　Uchino K, Imamura M, Shimizu K, Kanda T, Tamura T（2007）Germ line transformation of the 

silkworm, Bombyx mori , using the transposable element minos . Mol. Genet.  Genomics  277,213-220

図１　トランスポゾンminosを用いて構築されたベクターの構造

表１ minosの転移酵素のｍRNAをヘルパーとした場合の組換えカイコの作出効率

図２ トランスポゾンminosをベ

クターとして作出された遺

伝子組換えカイコ

数字は系統番号；w-1pnd、

対照の非組換えカイコ
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［主要研究成果名］神経軸索を介した昆虫脱皮ホルモン生合成制御機構の発見

［要 約］昆虫の脱皮ホルモン生合成の制御に、液性のペプチド性因子だけでなく神

経軸索を介した機構も関与することを解明した。これは、神経投射による

脱皮ホルモン生合成制御機構を分子レベルで解明した初の例である。

［キーワード］脱皮、脱皮ホルモン、前胸腺抑制因子、神経ペプチド

［担 当］農業生物資源研究所・昆虫科学研究領域・制御剤標的遺伝子研究ユニット

［連 絡 先］029-838-6104　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　昆虫の脱皮・変態はステロイドホルモンである脱皮ホルモンによって誘導されるが、その合

成器官である前胸腺の活性制御は、脳から分泌される合成促進因子である前胸腺刺激ホルモン

（PTTH）によって主に支配されると考えられている（図１）。また、最近になってPTTHとは

逆に生合成を抑制する液性のペプチド性因子（前胸腺抑制因子）の関与も解明されている。一

方、昆虫の前胸腺には何本かの神経軸索が投射することが数十年以上も前から報告されている

が、その役割はほとんど解明されていない。脱皮ホルモンの合成制御機構の全体像を解明する

上では、前胸腺に投射する神経の役割を解明することが必要である。

［成果の内容・特徴］

１．カイコの前胸神経節から神経軸索を介して前胸腺に運ばれるペプチドを推定するため、当所

においてこの神経軸索を様々な既知の昆虫神経ペプチドに対する抗体を用いて染色を試みた

ところ、カルボキシル末端のアミノ酸配列がPhe-Met-Arg-Phe-NH2であるペプチド（FMRF

アミドペプチド）を認識する抗体によってのみ強く染色されることが明らかになった（図２）。

２．主に東京大学において、脳と前胸神経節からカイコFMRFアミドペプチドを液体クロマト

グラフィーにより精製して部分配列を決定し、さらに、カイコ全ゲノム配列データベース

（KAIKOBLAST）を利用してカイコFMRFアミドペプチド遺伝子を単離することに成功

した。前胸腺に投射する神経軸索をMALDI-TOFマススペクトロメトリー（MS）により

直接照射したところ、遺伝子配列から推測された４つの成熟カイコFMRFアミドペプチド

の分子量と完全に一致するピークが得られた。このことから、カイコFMRFアミドペプチ

ドが神経軸索を介して前胸腺に運ばれることが証明された。

３．カイコFMRFアミドペプチドは培養系において前胸腺における脱皮ホルモン合成を抑制

した。さらに、当所においてFMRFアミドペプチドを前胸神経節から前胸腺に運ぶ神経

（FMRFamide神経）のカイコ最終齢幼虫期における発火頻度を測定したところ、この神

経の発火頻度は脱皮ホルモン濃度が低い時期に高く、脱皮ホルモン濃度の上昇に伴って低

くなることが明らかになった（図３）。このことから、カイコFMRFアミドペプチドは前

胸腺の活性が低い時期に神経軸索を介して前胸腺に作用することが明らかになり、このペ

プチドが前胸腺抑制因子であることが証明された。これは、神経投射による前胸腺の活性

制御機構を分子レベルで解明した初の例である。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．昆虫は脊椎動物に比べて神経細胞の数も少なくずっと単純であり、カイコは動物において

神経軸索と血液中に分泌されるペプチドホルモンがどのように協調してステロイドホルモ

ン合成を制御するかを解明する良いモデルとなることが期待される。

２．ゲノム配列情報やMS解析技術を利用した、ペプチドや受容体の側から生理機能を推定す

る“逆生理学的”アプローチが昆虫の発育・行動を制御する機構の解明に有効であること

が示された。今後カイコを用いて研究を進めることで、基礎的な面ばかりでなく従来とは

異なる分子を標的とした農薬の開発につながることが期待できる。



－ 20 － － 21 －

［具体的データ］

［その他］
研究課題名：昆虫制御剤標的遺伝子の探索と利用技術の開発

予 算 区 分：科研費 ､中期計画課題コード：B21、研究期間：2002～2005年度

研究担当者：田中良明、朝岡潔（生物研）、山中直岐、片岡宏誌（東大院新領域）

発表論文等：

Yamanaka N, Zitnan D, Kim Y-J, Adams ME, Hua Y-J, Suzuki Y, Suzuki M, Suzuki A, Satake H, 

Mizoguchi A, Asaoka K, Tanaka Y, Kataoka H（2006）Regulation of insect steroid hormone biosynthesis 

by innervating peptidergic neurons. Proc. Natl. Acd. Sci. USA 103:8622-8627.

図１　昆虫脱皮ホルモンの合成制御機構

の模式図

従 来 は 前 胸 腺 刺 激 ホ ル モン

（PTTH）や前胸腺抑制因子などの

液性因子のみによってのみ制御さ

れると考えられていたが、FMRF

アミドによる神経軸索を介した制

御機構（紫の線）も関与することを

今回の成果で明らかにした。

図２　前胸腺上を走る神経軸索（緑色）

この神経を介して神経ペプチド

（FMRFamide）が作用し、前胸

腺の脱皮ホルモン合成が抑制さ

れる。

図３　神経の信号発生頻度と前胸腺からの脱皮ホ

ルモン分泌の関係

神経の信号発生頻度が高い時前胸腺からの

脱皮ホルモン分泌は抑制され、発生頻度が

低くなると脱皮ホルモン分泌量が増加する。

前胸腺



－ 22 － － 23 －

［主要研究成果名］DNAマーカーアシスト導入法による高肉質豚の作出

［要 約］金華豚とデュロック種の交雑家系におけるQTL解析により肉の柔らかさに関

与するQTLが検出され、金華豚由来の対立遺伝子が肉をより柔らかくする効

果を持つことが認められた。このQTL領域を対象として、連続的な戻し交配

とDNAマーカーによる個体選抜にもとづくマーカーアシスト導入法により、

金華豚型のゲノムをデュロック種に導入して高肉質の豚を作出した。

［キーワード］QTL解析、剪断力価、金華豚、マーカーアシスト導入法

［担 当］農業生物資源研究所・動物科学研究領域・家畜ゲノム研究ユニット

［連 絡 先］029-838-8627　　　　　　　［分 類］技術開発・農業生産

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　金華豚は小型で肉量は少ないが、筋肉内脂肪に富んだ歯切れの良い柔らかい肉質が特徴

である。一方、デュロック種は大型で肉量が多く、肉豚生産のための雄親として活用され

ているが、その肉質については個体間の差異が大きく、改良の余地が残されている。我々

は金華豚とデュロック種の交雑実験家系を構築し、肉質関連形質についてQTL解析を行

なった。その結果、肉の柔らかさに関与するQTLが検出され、そのQTLでは金華豚由来

の対立遺伝子（金華豚型アリル）に肉を柔らかくする効果が認められた。そこで、この

QTLに注目して、連続的な戻し交配とQTL領域のDNAマーカー情報を用いたマーカーア

シスト導入法により、金華豚型アリルのデュロック種への導入を試みた。

［成果の内容・特徴］

１．金華豚とデュロック種の交雑F2家系におけるQTL解析でブタ第２染色体に肉の柔ら

かさを示す剪断力価に関与するQTLが検出され、金華豚型アリルがより肉を柔らか

くする効果を示した（図１）。

２．マーカーアシスト導入法により、金華豚とデュロック種の交雑F1個体をもとに、デュ

ロック種への戻し交配（back cross, BC）を３回繰り返してBC3個体を得た。そのさ

いに、QTL領域のマーカー遺伝子型をもとにQTLにおいて金華豚型アリルを持つ個

体を選抜し、その個体のみをデュロック種への戻し交配に用いた。BC3個体について

もマーカー遺伝子型をもとに金華豚型アリルを持つ個体を選抜し、その個体間の交配

によりBC3F2個体を作出した（図２）。

３．作出されたBC3F2個体においては、導入対象としたQTL領域以外のゲノム領域は、

ほぼデュロック型のゲノムとなっていた。

４．BC3F2個体については、目的としたQTL領域が金華豚型のホモ個体（JJ型）、金華豚

型とデュロック型のヘテロ個体（JD型）、デュロック型のホモ個体（DD型）にタイ

プ分けして形質調査を行なったところ、剪断力価の低い順にJJ型、JD型、DD型となり、

QTLにおいて金華豚型アリルを持つ個体は持たない個体よりも肉の柔らかさが有意に

増大した（図３）。肉量についてはQTLの遺伝子型による有意な違いは見られなかった。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．対象としたQTLにおいて金華豚型アリルをホモに持つBC3F2個体（JJ型）は、肉量

の多いデュロックの特徴と優良な肉質を備えており経済的価値が高い。今後は、肉豚

生産のための種豚としての利用を図る。

２．肉の柔らかさに関与するQTLの原因となる遺伝子の探索を行なう。
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［具体的データ］

［その他］
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図３．BC3F2個体における剪断力価

QTL領域のゲノムがJJ型の個

体はDD型の個体に比べて有意

に肉が柔らかい（p<0.05）。

図１．ブタ第２染色体における肉の剪断力価のQTL解

析結果

点線はゲノムワイドの５％しきい値を表し、F値

が有意に高い領域を含むDNAマーカー SW942

からSW1879までの領域を導入対象のQTL領域

とした。

図２．マーカーアシスト導入法の交配計画

金華豚とデュロック種の交雑F1個体をもとに、デュロック種への戻し

交配とマーカー選抜を繰り返して、対象とするQTL領域のみが金華豚

型のゲノムに置き換わったデュロック型個体を作出する。

ｎ=16

F値
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［主要研究成果名］ブタ完全長cDNA配列10,147個の解読とそのデータベースの構築

［要 約］ブタの15種類の組織・細胞に由来する完全長cDNAライブラリーを用いて、

約16万個のクローンからESTを取得した。さらに代表的なクローンを抽出

し、5,600個以上の遺伝子に相当する10,147個の完全長cDNA配列の決定を

行い、データベースを構築した。

［キーワード］ブタ、EST、完全長cDNA、データベース

［担 当］農業生物資源研究所・動物科学研究領域・家畜ゲノム研究ユニット

［連 絡 先］029-838-8627　　　　　　　［分 類］知的貢献

-----------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

　臓器の大きさ等、ヒトに近い生理的特徴を持つブタは、DNA情報を用いた高度な育種改良だけで

なく、再生医療や実験モデル動物としての利用への期待に大きいものがあるが、ゲノムの塩基配列や、

実際に機能を発揮している遺伝子の情報については、まだ十分に得られていなかった。ゲノム上で

実際に機能している遺伝子の情報を収集する方法としてcDNAライブラリーを構築して網羅的に解

析する方法があるが、ブタでは、技術的困難さから、これまで収集された情報は各遺伝子の全長を

必ずしも含んだものではなかった。そのため、ブタの医療応用や品種改良における研究に有用かつ

正確なブタの遺伝子情報を収集し、広く研究者が利用できるようなデータベースを作成することが

望まれていた。そこで、担当者らは完全長cDNAライブラリーに基づくESTと、代表クローンの全

長解読とそのデータベース化により、ブタ遺伝子情報基盤の構築を試みた。

［成果の内容・特徴］

１．ブタで機能している遺伝子をなるべく網羅的に取得するために、15種類の組織・細胞から

cDNAライブラリーを構築し（内13種類の組織・細胞では完全長cDNAライブラリーを構築）、

EST解析を行うことで、162,631個の高品質なESTを取得した。これらの配列はブタのゲノム

上に存在する遺伝子（20,000～25,000程度）の半数近く（約10,000個以上）に相当すると考え

られる。

２．これらのESTの中で同一の配列をまとめた中の代表クローンの全長を、プライマーウォーキン

グ法により解読することで、10,147個の完全長cDNA配列の決定を完了した。これらの内8,000

個弱のクローンは5,600個以上の遺伝子に由来するもの（一部はスプライシングバリアントを

含む）に相当すると考えられる。残りの約2,000個には、多くのnon-coding RNAと呼ばれる、

遺伝子の発現の調節に関わるRNAに由来するものも含まれていると考えられる。

３．これらEST、及び完全長cDNAの配列情報を、ヒト、マウス、ウシ、イヌといった全ゲノム解

読が行われた代表的な哺乳動物の遺伝子と比較した情報を付加しデータベース化を行った。構

築したデータベースは、遺伝子名、キーワードによる検索、またGene Ontologyの分類に基

づいた表示のインターフェース等を備えたブタ発現遺伝子情報データベース「Pig Expression 

Data Explorer（PEDE）」として一般に公開した（http://pede.dna.affrc.go.jp/）。本データベース

はブタ完全長cDNAのデータベースとしては現在世界で唯一のものである。

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］

１．遺伝子の配列あるいは周辺における塩基配列の違いについてブタ品種間・品種内での検出が加

速化し、ブタの遺伝子と抗病性や肉質、肉量等の関連性についての解析の進展が見込まれる。

２．ブタ遺伝子全長の解読をさらに推進し、ブタの実験モデル動物・再生医療への応用やDNA情

報を用いたブタ育種において、より有用性の高いブタ遺伝子カタログの構築を目指す。

３．現在、日本も含めた国際共同研究により推進中のブタ全塩基配列解読において、ゲノム塩基配

列上での遺伝子の構造を決定するために本データを活用する。

４．全長解読を完了したcDNAクローンは、生物研DNAバンクを通じた配布を行う予定である。
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［具体的データ］

［その他］
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PEDE（Pig EST Data Explorer）has been expanded into Pig Expression Data Explorer, including 10,147 
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表 . 完全長cDNAライブラリー等に基づくブタEST解析

オリゴキャップ法は、完全長cDNAライブラリーの構築方法の一種である。ライブラリー構築に用い

たブタは、一般的な肉豚であるLWD（三元交雑豚）を中心とし、ランドレース純粋種、梅山豚（中

国豚の一種）も用いた。解析に用いたcDNAクローンはすべて 5’（先頭）側から解読を行い、一部の

クローンは 3’（末尾）側からも解読を行っている。

図．ブタ発現遺伝子データベース (http://

pede.dna.affrc.jp)

Ontologyのツリー子多雨増に基づいた配

列の取得、特定の遺伝子と相同性の高い

クローン、ESTのコンジィショニング（同

一配列をまとめたもの）の一覧表示機能

等も備えている。
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