


 
 



（１）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 

（２）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 

（３）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 

（４）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 22 年度の 

主要な研究成果 

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。 
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[主要研究成果名] 「コシヒカリ」の全ゲノム塩基配列解読 

[要     約] 日 本で最 も重 要なイネ品 種「コシヒカリ」の全 ゲノム塩 基 配列を解 読し、

「日本晴」塩基配列との比較により、67,051 か所の一塩基多型（SNP）を

検出した。この情報を用いて品種改良の歴史において重要な 151 品種

の 1,907 か所の SNP を調査し、コシヒカリゲノムの起源を明らかにした。 

[キ ー ワ ー ド] イネ、コシヒカリ、一塩基多型（SNP）、育種、超高速シーケンサー 
[担     当] 農業生物資源研究所・QTL ゲノム育種研究センター 

[連 絡 先] 029-838-7135       [分     類] 技術開発 

 

[背景・ねらい] 

コシヒカリは育成から半世紀以上経過した品種であるが、30 年に亘って日本一の栽培面積

と生産量を維持している。また、コシヒカリは祖先をたどれば銀坊主、朝日、愛国、亀ノ尾といっ

た日本のイネのルーツとされる在来品種に遡る。すなわち、コシヒカリには日本のイネに必要な

特性に関する遺伝子（ゲノム）が多数存在し、それが水稲育種選抜の中で受け継がれていると

考えられる。このようなゲノムの正体を明らかにするために、コシヒカリの塩基配列情報を解読し、

他の近縁な栽培イネ品種との違いやコシヒカリに特徴的なゲノム領域の育種系譜における伝

達を調査した。  
 

[成果の内容・特徴] 

１． 超高速シーケンサーを用いて塩基配列を解読し、重複を含む合計 59 億塩基対のコシヒカ

リ塩基配列を明らかにした。この配列をイネゲノム解読国際コンソーシアムが解読した日本

晴の塩基配列 3 億 8 千万塩基対と照合することによって、イネの全ゲノム塩基配列の約

80％にあたる 3 億 600 万塩基対のコシヒカリゲノム塩基配列を決定した。残りの約 20％は

繰り返し配列や遺伝子の重複・欠失など染色体の構造が日本晴と大きく異なる領域であっ

た。 
２． 日本晴とコシヒカリの塩基配列の間には 67,051 個の一塩基多型 SNP が存在した（図 1）。

これらのうち 3,352 個は機能をもった遺伝子（1,077 個）の内部に見出され、この 2 品種が持

つ特徴の違いとの関連が示唆された。 
３． 67,051 個の SNP の中からゲノムに均一に分散した 1,917 個を選び、塩基の違いを識別す

る SNP タイピングアレイを作成した。品種改良の歴史において重要な 151 品種について、

このアレイを用いて違いを調査し、在来品種からコシヒカリが受け継いだゲノム領域の一部

を明らかにした。 
４． ひとめぼれ、あきたこまち、ヒノヒカリの 3 品種に伝達されたコシヒカリゲノム領域を抽出した

結果、あきたこまちとひとめぼれはゲノムの 80％を、ヒノヒカリは 60％をコシヒカリと共有してい

ることが明らかとなった。これら 4 品種（日本の栽培面積と生産量の 65％を占める）が共通

に保有し、在来品種から受け継がれているゲノム領域が 18 か所見出された（図 2）。 
 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

１． 日本晴の全ゲノム塩基配列との比較により同定した多数の SNP は、日本のイネ品種間の

遺伝解析における DNA マーカーに利用できる。おいしさなどの微細な差に関係する遺伝

子の単離が期待できると同時に、植物品種保護やトレーサビリティーの高精度化に貢献す

る。 
２． SNP 情報をもとに開発されるタイピングアレイを用いることで、戻し交配期間の短縮や遺伝

背景の選抜などのゲノム全体を対象にした DNA マーカー選抜が容易になる。 
３． 日本の主要なイネ品種のゲノム遺伝子型が明らかとなり、それらが持つ農業特性との連関

解析が可能となり、品種改良に用いる母本の価値や改良効果の推定が可能になる。 
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［具体的データ］ 

chr1 
(10,980)

chr2 
(4,113)

chr3 
(2,773)

chr4 
(9,891)

chr5 
(1,032)

chr6 
(1,165)

chr7 
(7,561)

chr8 
(6,426)

chr9 
(178)

chr10 
(3,617)

chr11 
(12,216)

chr12 
(7,099)

SNPの数(対数値）
0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4  0 1    2    3    4 

 

 

 

 

亀の尾4号

朝日上州 銀坊主 上州

森多早生

朝日

森多早生 亀の尾4号亀の尾4号陸羽20号（愛国）森多早生

銀坊主

ひとめぼれ(80.8%)

あきたこまち (80.0%)

ヒノヒカリ(61.3%)

Chr.1 Chr.2 Chr.3 Chr.4 Chr.5 Chr.6 Chr.7 Chr.8 Chr.9 Chr.10 Chr.11 Chr.12
コシヒカリ (100%)

共通領域 (14.6%) 

 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：イネ自然変異利用のための SNP 検出とアソシエーション解析基盤の整備 /表現

型データベース・育種支援ツールの整備 

予 算 区 分：農水受託「新農業展開ゲノム」、交付金 

中期計画課題コード：A01  研究期間：2008～2010 年度 

研究担当者：山本敏央、長崎英樹、米丸淳一、江花薫子、中嶋舞子、柴谷多恵子、 

矢野昌裕 

発表論文等： 

1) Yamamoto T, Nagasaki H, Yonemaru J, Ebana K, Nakajima M, Shibaya T, Yano M (2010) 
Fine definition of the pedigree haplotypes of closely related rice cultivars by means of 

genome-wide discovery of single-nucleotide polymorphisms. BMC Genomics 11:267 

図 2． 3 種の良食味品種に受け継がれたコシヒカリのゲノム領域、および共通に保有する在来品種由来のゲノム領域

 各品種名の下の黒い横棒はコシヒカリのゲノムと共通な領域を示す。ひとめぼれやあきたこまちでは約 80％、ヒノ

ヒカリでは約 60％のゲノムがコシヒカリと共通であった。コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ及びあきたこまちの

4 品種（合わせて日本の栽培面積と生産量の 65％を占める）に共通な配列について、一番下の横棒内にルーツとなっ

た在来品種ごとに塗り分けた色で示す。  

図 1．コシヒカリと日本晴の間に見出された一塩基多型（ SNP）の分布  
縦棒は染色体を示し、染色体名の下の括弧内の数字は検出された SNP の数を

示す。青色の横棒はそれぞれの領域において検出された SNP の数を対数値で表

す。オレンジで塗られた領域には SNP がなく、コシヒカリと日本晴が非常に似

た配列であることを示唆している。  
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———————————————————————————————————————— 

[背景・ねらい] 

穂発芽は収穫前に穂に実った状態で種子が発芽してしまう現象で、これにより穀物の品

質が大きく損なわれる。現在、日本で広く栽培されているコシヒカリは比較的強い穂発芽

耐性を有しているが、その他の品種の中には穂発芽耐性が十分でないものもある。さらに

同じイネ科のコムギにおいて、穂発芽は深刻な問題であり、平成 7 年には北海道を中心に

100 億円以上の損害を与えたとされている。このように穂発芽耐性は農業上重要な形質であ

ることから、その遺伝子特定と機能解析に取り組んだ。 

[成果の内容・特徴] 

１． インド型品種 Kasalath に由来する Sdr4 は第 7 染色体長腕に座乗し、これをもつ日本型

品種日本晴の準同質遺伝子系統 NIL[Sdr4]は、強い穂発芽耐性を示す（図 1）。 

２． マップベース・クローニング法により Sdr4 の原因遺伝子が Os07g0585700 であること

を明らかにし、この遺伝子を含む断片を穂発芽耐性の弱い日本晴に導入した結果、発

芽を抑制することができた（図 2）。 

３． インド型品種は発芽抑制効果の高いKasalath型の Sdr4と機能の低い日本晴型 Sdr4をも

つ品種に分かれるが、日本稲はすべて日本晴型 Sdr4 を持っていた。 

４． イネコアコレクションの発芽率とSdr4の遺伝子型を比較したところ、Kasalath型のSdr4

を持つ品種は発芽率が低かったことから、Sdr4 が休眠性の決定に重要な役割を果たし

ていることが示唆された。 

５． Sdr4 は種子の登熟を制御する転写調節因子 OsVP1 により正に制御され、休眠への関連

が示唆される転写調節因子 OsDOG1L2 の発現を正に制御していることが示された（図

３）。種子休眠性を失った sdr4 変異体種子の発芽は植物ホルモンのアブシジン酸（ABA）

に対して感受性が低下しているが、LEA 等の乾燥ストレス耐性遺伝子の ABA 応答性は

維持されているため、Sdr4 は種子休眠特異的な制御因子であることが示唆された。 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

１． コシヒカリの NIL[Sdr4]では穂発芽耐性が増大したことから、Sdr4 を DNA マーカー選

抜によって導入することにより、穂発芽耐性の品種改良が可能である（図４）。 

２． 穂発芽耐性がさらに重要なコムギへの利用が期待されることから、Sdr4 のコムギ同祖

遺伝子の解析に取り組んでいる。 

[主要研究成果名] イネ穂発芽耐性遺伝子 Sdr4 の単離 

[要     約] イネの穂発芽耐性遺伝子 Sdr4 を単離し、Sdr4 が種子の発達過程で休眠

性を誘起する因子であることを明らかにした。多様なイネ品種の発芽

率と Sdr4 の塩基配列を比較した結果、Sdr4 は休眠性の決定に重要な役

割を果たしていることが示唆された。 

[キ ー ワ ー ド] 穂発芽耐性、種子休眠性、イネ、DNA マーカー選抜 

[担     当] 農業生物資源研究所・QTL ゲノム育種研究センター、  

 

[連 絡 先] 029-838-7006       [分     類] 知的貢献、技術開発 

植物科学研究領域・耐環境ストレスユニット
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［その他］ 

研究課題名：イネの耐環境ストレス機構の解明と利用技術の開発 

多様性研究によるイネ遺伝資源の高度化と利用 

予 算 区 分：

中期計画課題コード：B11、A01  研究期間：2005～2010 年度 

研究担当者：杉本和彦、竹内善信（作物研）、江花薫子、宮尾安藝雄、廣近洋彦、原奈穂、

石山賀奈子（理研）、小林正智（理研）、伴佳典（名大）、服部束穂（名大）、

矢野昌裕 

発表論文等： 

1) Sugimoto K, Takeuchi Y, Ebana K, Miyao A, Hirochika H, Naho Hara N, Ishiyama K, Kobayashi 

M, Ban Y, Hattori T, Yano M (2010) Molecular cloning of Sdr4, a regulator involved in seed 

dormancy and domestication of rice. Proc Natl Acad Sci USA 107:5792-5797 

図 1．穂発芽耐性を示す Kasalath と Kasalath の持つ 
5 つの穂発芽関連 QTL 図 2．遺伝学的な候補領域と相補試験

図 3．種子成熟・休眠ネットワークのモデル
図 4．コシヒカリと NIL[Sdr4 ]のグラフ 
遺伝子型と穂発芽耐性の比較 

［具体的データ］ 

農水受託「グリーンテクノ」、「新農業展開ゲノム」 
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[主要研究成果名] イネの遺伝子発現データベース RiceXPro の開発・公開 

[要     約] ゲノムが解読されたイネの全遺伝子の発現情報を田植えから刈取りま

で全生育過期間について詳細に解析、データベース化し、全世界に公

開・発信した。本データベースは、作物の中で最も正確かつ情報量の

多い遺伝子発現データベースである。 

[キ ー ワ ー ド] イネ遺伝子発現情報、マイクロアレイ解析、データベース  

[担     当] 農業生物資源研究所・基盤研究領域・ゲノムリソースセンター 

[連 絡 先] 029-838-7456                   [分     類] 知的貢献 

 

[背景・ねらい] 

 イネ品種「日本晴」の全塩基配列が 2004 年 12 月に決定され、約 32,000 の遺伝子の存在

が明らかになったが、大部分の遺伝子の機能は未解明である。それぞれの遺伝子がいつ、

どこで働いているかという発現情報は遺伝子の機能を推測する重要な手がかりになり、「イ

ネ」を理解し、改良を進める上で重要である。そこで、イネの遺伝子発現情報を網羅的に

収集し、遺伝子発現データベースの開発に取り組んだ。 

 

[成果の内容・特徴] 

１． つくば圃場でイネ品種「日本晴」を栽培し、田植えから刈取りまでの全生育期間にお

いて、時間経過（基本的に毎週）を追ってそれぞれの発達ステージ毎に、葉、茎、根、

穂、種子などの様々な器官・組織を採取し、マイクロアレイ解析手法を使って網羅的

に遺伝子発現を測定した。その結果、各遺伝子がいつ頃、どの組織・器官で発現し

ているかという重要な情報が得られた。 

２． 得られた 573 万件の遺伝子発現情報を使って、詳細なイネ遺伝子発現情報データベ

ース RiceXPro を開発し、インターネットを通じて全世界に向けて公開した（図 1）。 

３． 本データベースでは、キーワードなどを用いた検索機能によって、イネの全遺伝子が

どの器官・組織、あるいはどの生育ステージで発現しているかを容易に調べることが

できる (図 2、図 3)。また、インターネット上で統計解析ツールを利用して、葉や根、

種子等など特定の器官だけで発現している遺伝子を調べることも可能である。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

１． イネの遺伝子発現情報は、今後イネだけでなく、オオムギ・コムギ等のイネ科作物の

研究を加速させ、新品種の開発につながると期待される。 

２． 今後、イネの生育ステージや器官毎の遺伝子発現情報に加えて、植物ホルモンを処理

した時の遺伝子発現情報や環境ストレス（高温、低温、乾燥等）条件下で変動する遺

伝子情報の収集にも取り組む予定である。 
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［具体的データ］ 

  

図 1 イネ遺伝子発現データベース RiceXPro      図 2 RiceXProで閲覧できる遺伝子発現情報（例） 
                                 開花期制御遺伝子 (Hd1) は葉で夜間に高い発現が見られる。 

図 3 視覚的にとらえる組織・器官別の遺伝子発現ビューワー（発現の強さを色で表示） 

［その他］ 

研究課題名：イネの生育過程における遺伝子発現アトラス作成  

予 算 区 分：農水受託「新農業展開ゲノム」 

中期計画課題コード：A02  研究期間：2008～2010 年度 

研究担当者：佐藤豊、バルタザール・アントニオ、長村吉晃 

発表論文等：  

1) Sato Y, Antonio BA, Namiki N, Takehisa H, Minami H, Kamatsuki K, Sugimoto K, Shimizu Y, 
Hirochika H, Nagamura Y (2011) RiceXPro: a platform for monitoring gene expression in japonica 
rice grown under natural field conditions. Nucleic Acids Res 39:D1141-1148 

2) Sato Y, Antonio B, Namiki N, Motoyama R, Sugimoto K, Takehisa H, Minami H, Kamatsuki K, 
Kusaba M, Hirochika H, Nagamura Y (2011) Field transcriptome revealed critical developmental 
and physiological transitions involved in the expression of growth potential in japonica rice. BMC 
Plant Biol 11:10 
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[主要研究成果名] 血圧調整米の開発 

[要     約]  高血圧時特異的に血圧降下能を有するノボキニンペプチドを可食部（胚乳）

に蓄積させた遺伝子組換えイネを作出した。この組換え米を先天性高血圧ラ

ットに経口投与したところ、有意な血圧降下作用を示した。継続投与により

必要量が減少し、さらに有効持続時間が延びることを明らかにした。  
[キ ー ワ ー ド] イネ、遺伝子組換え作物、高血圧、ノボキニンペプチド  

[担     当] 農業生物資源研究所・遺伝子組換え作物開発センター 

[連 絡 先] 029-838-8373          [分     類] 技術開発・生物産業 

 

 

[成果の内容・特徴] 

１．イネ胚乳にノボキニンペプチドを蓄積させる為、図１に示すような導入遺伝子コンスト

ラクトを作製した。ノボキニンをより高蓄積させるため、10 もしくは 18 連結すること

で 1 遺伝子あたりのノボキニンのコピー数を増やした。 

２．組換えイネ種子中の導入遺伝子産物(ノボキニン)の蓄積を確認したところ、転写産物は

両者とも同程度に発現しているにもかかわらず、ノボキニンの蓄積は 18 連結型のみに

見られた（図 2a,b）。18 連結ノボキニン最高蓄積系統では、種子 1 g あたりおよそ 85μg
のノボキニンが蓄積していた。サザンブロット解析から、導入 T-DNA 数は 2 コピーと

推定された(図 2c)。 

３．組換え種子細胞中におけるノボキニンの蓄積部位を調べたところ、核内に集積していた。

GFP 融合型 18 連結ノボキニンの発現コンストラクトを作製し、タマネギ表皮細胞を用

いた一過的発現実験を行った結果、連結型ノボキニンのアミノ酸配列には、核移行シグ

ナルが存在することが示唆された。 

４．先天性高血圧ラットに、組換え種子粉末を経口投与した。体重１kg あたり 0.25 g の単回

投与で、投与後 4 時間目をピークとした有意な血圧降下作用が認められた（図 3）。 

５. 7 週にわたる長期経口投与試験をおこなったところ、単回投与の 1/4 量の 0.0625 g で有効性を

示し、１日中血圧上昇が抑えられた（図 4）。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

１．モデル動物を用いた本研究から明らかになったノボキニン蓄積米の有効性は、体重 60 kg の

ヒトが毎日１回 15～30 g 摂取する量に相当し、十分血圧を調整することが可能と期待される。

また炊飯しても効果が失われないこと、通常の血圧のラットでは血圧降下作用がないことか

ら安全上問題はなく、実用化が可能と思われる。 

２．現在、血圧調整米の実用化を目指し、選抜マーカー遺伝子をイネゲノム由来の選抜マー

カー遺伝子に変更した良食味のノボキニン蓄積米を作出しており、この組換えイネにつ

いて、カルタヘナ法に準じた第１種生物多様性影響評価試験等を進めていく予定であ

る。 

[背景・ねらい] 

食生活や生活スタイルの欧米化から、高血圧、高脂血症、糖尿病といった生活習慣病の患者数

の増加により国民医療費も増加し続けている。また、人口の 23.1％を 65 歳以上の高齢者が占め

（2010 年の統計）、本格的な超高齢化社会に突入している。今後も増え続けることが予想される

医療費を出来る限り低減するためには、これまでの治療を中心とした医療だけではなく、予防に

重点を置いた医療が極めて重要となる。主食である米に生活習慣病の予防や緩和機能を付与する

ことで、毎日の食事を通しての健康維持・増進を図ることを可能にし，疾病予防に役立てること

が期待できる。ノボキニンペプチドは、卵白アルブミン由来のオボキニンを高機能化した、6 ア

ミノ酸からなるペプチド（RPLKPW：アルギニン-プロリン-ロイシン-リジン-プロリン-トリプト

ファン）であり、動脈弛緩作用を介して高血圧時特異的に血圧降下能を有する。本研究では、

ノボキニンペプチドを可食部に発現する血圧調整米の開発を目指した。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：血圧調整米の開発 
予 算 区 分：農水受託「新農業展開ゲノム」 
中期計画課題コード：C12  研究期間：2008～2010 年度 
研究担当者：若佐雄也、廣瀬咲子、楊麗軍、吉川正明（京都大）、高岩文雄 
発表論文等：  

1) Wakasa Y, Zhao H, Hirose S, Yamauchi D, Yamada Y, Yang L, Ohinata K, Yoshikawa M, Takaiwa F 

(2011) Anti-hypertensive activity of transgenic rice seed containing an 18-repeat novokinin peptide 

localized in the nucleolus of endosperm cells. Plant Biotechnol J (Published Online): Early View 

図 1 導入遺伝子のコンストラクト 

35S pro, CaMV 35S プロモーター； HPT, ハイグロマイシン分解酵素； Ag7 アグロバクテ

リウム由来 Ag7 遺伝子ターミネーター； GluB4 pro SP, イネグルテリン B4 プロモーター+ 

シグナルペプチド； GluB4 T, イネグルテリン B4 ターミネーター； GluB1 pro SP, イネグル

テリン B1 プロモーター+ シグナルペプチド； GluB1 T, イネグルテリン B1 ターミネータ

ー；  10×novokinin +KDEL, 10 連結したノボキニンに小胞体係留シグナルを付加； 

18×novokinin +KDEL, 18 連結したノボキニンに小胞体係留シグナルを付加。 

図 2 形質転換イネ系統の特徴づけ 

(a) SDS-PAGE(上)およびノボキニン抗体を用

いたウエスタンブロット解析(下)。  

(b) ノボキニン領域のノーザンブロット解析。

(c) サザンブロット解析。  

WT, 非形質転換体；Tg 形質転換体。 

図 3 形質転換種子の経口投与試験  

（単回投与） 
図 4 形質転換種子の経口投与試験  

（長期投与） 
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[主要研究成果名] 窒素の有効利用に重要な役割を担うイネ独自の代謝経路の発見 

[要     約]  イネは緑葉で働く特有の酵素をもつことを見いだした。本酵素は水田

のような湛水環境に適応するための酵素であり、肥料三要素のひとつ

である窒素の利用に重要な役割を担うことを明らかにした。 

[キ ー ワ ー ド] イネ、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ、窒素同化、有機酸 

[担     当] 農業生物資源研究所・植物科学研究領域・光環境応答研究ユニット  

[連 絡 先] 029-838-7074                        [分     類] 知的貢献 

[背景・ねらい] 

植物は、光合成で大気中の二酸化炭素を固定し、土壌から吸収した窒素を利用して、

様々な有機物を作りだす。これらの基本的な代謝のしくみは、ごく一部の例外を除いて、

すべての植物に共通と考えられていた。ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ

（PEPC）は基本代謝に関わる酵素で、細菌、原生動物、すべての光合成生物に広く存在

するが、これまでに知られていた PEPC はすべて細胞質で働く細胞質型だった。イネゲノ

ムの遺伝子情報から基本代謝に関連する遺伝子を網羅的に調べたところ、光合成の場で

ある葉緑体で働く PEPC（葉緑体型 PEPC）をコードすると予想される新規の遺伝子を見

いだした。そこで、イネ特有の本遺伝子の機能を解析した。 

 

[成果の内容・特徴] 

１．本遺伝子が、緑葉の葉緑体で働く活性型の PEPC をコードすることを確認した。 

２．葉緑体型 PEPC 遺伝子の働きを人為的に抑制し、酵素の生産量を減少させると、イ

ネの生育が阻害された。生育阻害の程度は主要栄養素である窒素源によって異なり、

窒素源が硝酸の場合は生育はあまり阻害されなかったが、アンモニアでは生育が大

きく阻害された（図 1）。 

３．アンモニアで育てたイネの葉に含まれる代謝物質を網羅的に調べたところ、遺伝子

の働きを抑制したイネではリンゴ酸などの有機酸類（炭素化合物）が減少し、その

結果、有機酸を使って窒素を有機物に取り込む反応（窒素同化反応）が抑えられ、

イネの生育が阻害されることがわかった。この結果から、イネは葉緑体型 PEPC を経

由する独自の有機酸合成経路をもつことが示された（図 2）。 

４．肥料として土壌に投入された窒素は、畑地では硝酸に、水田のような湛水環境では

アンモニアになる。イネを含むイネ属の植物は湛水環境での生育に適応しており、

栽培イネ以外にも、野生イネが葉緑体型 PEPC をもつことがわかった。一方、畑作物

であるトウモロコシやオオムギ、モデル植物であるシロイヌナズナでは、葉緑体型

PEPC 遺伝子は見いだされなかった。このことから、葉緑体型 PEPC は、主要窒素源

がアンモニアである湛水環境に適応するための酵素であることが示された。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

１．湛水環境に適応したイネは、独自の有機酸合成経路をもつことがわかった。これは、

光合成様式、共生窒素固定を除いて、基本代謝の多様性を示す初めての例である。 

２．植物の生産性は、光合成能だけではなく、窒素を有機物に取り込む能力（窒素同化

能）にも大きく依存している。窒素肥料の投入量が作物の栄養状態ひいては生産性

を決定するとされているが、イネでは、炭素化合物である有機酸の合成量が窒素の

取り込みを制限することがわかった。 

３．葉緑体型 PEPC は、光合成による二酸化炭素の固定と窒素の取り込みという、生産性

に密接に関わるふたつの過程をつなぐ重要な酵素と考えられ、本酵素の遺伝子を改

良することで、イネの生産性の向上に新たな道が拓かれると期待される。 
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［具体的データ］ 

 

 

図 1．葉緑体型 PEPC 遺伝子の働きを抑制したイネ（PEPC 発現抑制イネ）の生育 

（左）アンモニアあるいは硝酸を窒素源として水耕栽培したイネの乾燥重量 

（右）水田同様に湛水させて土耕栽培したイネの生育 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：葉緑体局在性ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼの機能解析 

イネ葉緑体内のレドックス状態と炭素代謝の最適化 

予 算 区 分：農水受託「新農業展開ゲノム」、科研費 

中期計画課題コード：B12  研究期間：2006～2010 年度 

研究担当者：宮尾光恵、増本千都、宮澤真一、福田琢哉、斉藤和季（理研）草野都（理研）

深山浩（神戸大院） 

発表論文等： 

1) Masumoto C, Miyazawa S, Ohkawa H, Fukuda T, Taniguchi Y, Murayama S, Kusano M, Saito 

K, Fukayama H, Miyao M (2010) Phosphoenolpyruvate carboxylase intrinsically located in the 

chloroplast of rice plays a crucial role in ammonium assimilation Proc Natl Acad Sci USA 

107(11):5226-5231 

（日）

図 2．イネ緑葉の有機酸合成経路 

一般の植物では、様々な生体内物質の原料となる有機

酸は、光合成炭酸固定産物から、解糖系、TCA 回路を

経由してつくられる。イネは葉緑体型 PEPC を経由す

る独自の有機酸合成系をもち、この経路が窒素を有機

物に取り込む際の主要な有機酸供給系として働いてい

る。PEP、ホスホエノールピルビン酸（PEPC の基質）；

OAA、オキサロ酢酸（PEPC の反応産物）；窒素同化

系、窒素を有機物に取り込むための酵素群；ショ糖合

成系、砂糖（ショ糖）をつくるための酵素群。  
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[主要研究成果名] 開花期を制御するためにイネが持つ正確な日長認識機構の解明 

[要     約]  イネは、季節変化にともなうわずか 30 分の日の長さ（日長）の違いを認

識する精度で、開花期（出穂期）制御に必須な開花誘導ホルモンである

フロリゲン遺伝子の発現を制御できることを明らかとした。この日長認

識は、体内時計が開花を促進する働きをもつ遺伝子と開花を抑制する働

きをもつ遺伝子を日長に応じて使い分けることにより可能となる。 

[キ ー ワ ー ド] イネ、出穂期制御、フロリゲン、体内時計、遺伝子発現 

[担     当] 農業生物資源研究所・植物科学研究領域・光環境応答研究ユニット、 

[連 絡 先] 029-838-7446                          [分     類] 知的貢献 

 

[背景・ねらい] 

作物の開花期が早いか遅いかは、収量性に大きな影響を与える農業形質のひとつであ

る。イネをはじめとする短日植物では、日長が短くなると開花が誘導されるが、日長がわ

ずかに長くなると著しく開花が抑制されることが知られている。本研究では、開花誘導ホ

ルモンとして働くフロリゲン遺伝子の発現を指標に、イネが日長の違いを認識する精度を

評価すると共に、その日長認識機構における主要遺伝子の役割の解明を進めた。 
 

[成果の内容・特徴] 

1. 開花を誘導する短日条件下で誘導されるイネのフロリゲン遺伝子（Hd3a）の発現は、13
時間日長では夜明け後に高く観察されるのに対して、わずか 30 分だけ日長が長い 13.5
時間日長では急激に減少することを発見した。また、Hd3a の発現を誘導する開花促進

遺伝子 Ehd1 も 13.5 時間日長ではほとんど発現していなかった（図 1）。 

2. 朝に観察される Ehd1 遺伝子の発現は、青色光により誘導されることを見出した。この

Ehd1 遺伝子発現の青色光に対する光応答性は、1 日の中で一様ではなく、体内時計の制

御を受けて、日長条件に関わらず、朝方の青色光により最も強く誘導されることを明ら

かにした。 

3. 開花抑制遺伝子 Ghd7 が、赤色光の主たる光受容体であるフィトクロムを介して誘導さ

れることを見出した。Ghd7 の発現も、体内時計の制御を受け、長日条件では朝に、短

日条件では夜中に与えた赤色光により強く誘導される光応答性を示した。つまり、開花

促進遺伝子 Ehd1 が光で誘導される時間帯は日長で変化しないのに対し、開花抑制遺伝

子 Ghd7 では日長により大きく変わることを示している。 

4. 光中断実験により、短日条件の真夜中に与えた赤色光が、その後の青色光依存的な Ehd1
遺伝子の発現を強く抑制することを明らかにした（図 2）。また、Ghd7 遺伝子欠損イネ

では、日長に関わらず、Ehd1 の発現の脱抑制が起きていた。 

5. 体内時計が開花促進遺伝子 Ehd1と開花抑制遺伝子 Ghd7の光応答性を制御することによ

り、日長に応じて開花促進と開花抑制を行い、厳密な日長認識を可能にするモデルを提

案した（図 3）。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

1. 本研究で得られた知見を基に、イネの体内時計を人為的に調節することにより、品種の

食味や収量、成長特性を損なうことなく、出穂期だけを変化させることができるように

なると期待される。 

2. 正確に時間を認識する転写制御の機構解明は、目的の遺伝子を決まった時間に働かせる

という技術開発につながる成果である。 

3. これまでの研究から、イネには Ehd1 や Ghd7 に加えて、開花を制御する別の遺伝子が存

在することがわかっている。従って、他の開花制御遺伝子の働きが Ghd7 と Ehd1 を介し

た日長認識とどのような関係にあるのかを明らかにすることが課題である。 

基盤研究領域・QTL ゲノム育種センター 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：イネの光環境応答の解明と利用技術の開発 
栽培環境に応答するイネ出穂期制御遺伝子ネットワークの解明 
青色光依存的かつ OsGI 依存的なフロリゲン遺伝子の転写制御機構の解明 

予 算 区 分：農水受託「新農業展開ゲノム」、科研費 
中期計画課題コード：B12  研究期間：2007～2011 
研究担当者：井澤毅、伊藤博紀、矢野昌裕、野々上慈徳 
発表論文等： 
1) Itoh H, Nonoue Y, Yano M, Izawa T (2010) A pair of floral regulators sets critical day length for 

Hd3a florigen expression in rice. Nat Genet 42:635-638 
2) 井澤毅 (2010) 一日に 30 分の日の長さの違いを認識できるイネの出穂期制御の潜在能力 米麦改

良誌 2-10  
3) 伊藤博紀、井澤毅 (2011) 光応答と開花制御―日の長さの変化を認識して花を咲かせるメカニズ

ム― 細胞工学 30：161-166 

図 1 フロリゲン遺伝子（Hd3a）と開花促進遺

伝子(Ehd1)の mRNA 量の日長刺激による変化

野生型としての農林8号を通常の日長で 10日
間生育後、4 日間の日長刺激を与え、5 日目の

朝の mRNA 量を解析した。 

図 2 赤色光処理による青色光誘導的な Ehd1
の転写抑制 
Ehd1 の転写は、日没後 9 時間および 12 時間後

に与えた青色光により強く誘導される。一方、

予め赤色光を与えると、青色光による Ehd1 の

転写誘導が観察されない。 

図 3 イネがもつ正確な日長認識のモデル 
（上段）Ehd1 と Ghd7 の各日長条件における光応答

性の体内リズム。（中段）短日条件下での開花促進

モデル：朝の光に対する Ghd7 の光応答性は低いた

め、Ehd1 は朝の青色光に応答し開花を誘導する

[左]。Ghd7 の光応答性が高い夜中に赤色光を与える

と Ghd7 が発現し、朝の Ehd1 の誘導を抑制する[右、

図 2 参照]。（下段）長日条件での開花抑制モデル：

長日では、Ghd7 の赤色光応答性が朝に高くなるた

め、朝日で誘導を受けた Ghd7 が、次の日の Ehd1
の発現を抑制する。 

年度
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[主要研究成果名] イネ穂いもち圃場抵抗性遺伝子 Pb1 の単離と遺伝子進化の過程解明 

[要     約]  イネ穂いもち圃場抵抗性の原因遺伝子 Pb1 を単離し、遺伝子の構造およ

び発現特性から長期間にわたって抵抗性が安定である理由の一端が解明

された。また、穂いもち抵抗性獲得に関わる遺伝子進化の過程を明らか

にした。 

[キ ー ワ ー ド] イネ、穂いもち、圃場抵抗性、Pb1、安定性、遺伝子進化 

[担     当] 農業生物資源研究所・植物科学研究領域・耐病性研究ユニット 

[連 絡 先] 029-838-7470                 [分     類] 知的貢献、技術開発 

 

[背景・ねらい] 

穂いもちは、収量や米の品質に直接影響することから薬剤による防除がなされている。Pb1
遺伝子は、インディカ品種「Modan」に由来し、穂いもちに効果の高い圃場抵抗性遺伝子座と

して同定された。優性遺伝子のため交配育種による導入が容易であり、これを導入した穂いも

ち抵抗性の実用品種が多数育成され作付されている（図 1）。品種の普及から 30 年を経てい

るが抵抗性が崩壊せずに持続しており、その安定性が注目されている。本研究では、Pb1 遺伝

子による抵抗性の持続性の機作を解明し、これを利用したイネの抵抗性育種開発をさらに効率

化するとともに利用促進の理論的根拠を得るため、遺伝子単離および機能解析を行った。 
 

[成果の内容・特徴] 

1. Pb1 遺伝子をマップベース・クローニングで単離した。その結果、Pb1 遺伝子がコード

するタンパク質は、これまでに単離されたイネいもち病真性抵抗性遺伝子がコードする

R タンパク質と類似の構造をもつが、シグナル伝達の活性化に関わる P ループの欠如な

ど、真性抵抗性の R タンパク質とは明らかに異なる特徴を有していた（図 2）。 

2. Pb1 遺伝子のコード配列は、約 60kb の DNA 配列が 2 回反復したゲノム領域に存在して

いた（図 3）。この構造中の Pb1 遺伝子コード配列の位置から、系統の進化の過程にお

ける約 60kb 配列の直列二量化の結果、プロモーター配列が上流に配位することにより

発現するようになり、抵抗性遺伝子として機能するようになったと推測された（図 3）。

この推定プロモーター配列をレポーター遺伝子に接続して形質転換イネを用いて解析

した結果、実験的にプロモーター活性が証明され、系統進化における Pb1 遺伝子の成立

の過程が明らかになった。 

3. Pb1 遺伝子をもつイネ系統においては、イネの生育に伴っていもち病抵抗性が強くなる

ことが特徴である。Pb1 遺伝子の発現パターンを解析した結果、イネの生育にともなっ

て上昇することがわかり、各生育段階におけるいもち病抵抗性の強さと Pb1 遺伝子の発

現量との間に強い相関がみられた（図 4）。 

4. Pb1 遺伝子が特定の生育時期でのみ強く発現するという事実は、抵抗性崩壊の原因とな

るいもち病菌の変異を誘発する選択圧の総量が比較的少ないことを示唆している。この

ことから、Pb1 遺伝子の発現パターンがこの遺伝子による抵抗性の安定性の一因である

と推測される。また、ゲノム領域の重複が Pb1 遺伝子の特徴的な発現パターンをもたら

し、結果的に安定な穂いもち抵抗性の獲得に至ったと考えられる。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

1. 遺伝子の配列が決定されたことにより、DNA マーカーによる選抜がより容易になり、ま

た抵抗性の安定性の理由が一部解明できたことから、より積極的な Pb1 遺伝子の品種導

入が期待される。 

2. 今後は、Pb1 遺伝子の機能をさらに解析することにより、Pb1 遺伝子によるいもち病抵

抗性の安定性に関わる要因が明らかになると期待される。  

3. 穂いもちに強い Pb1 遺伝子と葉いもちに効果の高い圃場抵抗性遺伝子とを集積すること

により、より優れたいもち病抵抗性イネ品種の育成が期待される。 
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［具体的データ］ 

 

  
 

 

 

 

 

図 1．Pb1 遺伝子の穂いもち防除効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

 

研究課題名：イネ穂いもち抵抗性遺伝子 Pb1 の単離と機能解析 
予 算 区 分：農水受託「イネゲノム」、「グリーンテクノ」、科研費 
中期計画課題コード：B13  研究期間：2003～2010 年度 
研究担当者：林長生、井上晴彦、加藤恭宏（愛知農総試）、船生岳人（愛知農総試）、

城田雅毅（愛知農総試）、清水武彦（STAFF 研）、金森裕之（STAFF 研）、

山根弘子（STAFF 研）、松本隆、矢野昌裕、高辻博志  
発表論文等： 
1) Hayashi N, Inoue H, Kato T, Funao T, Shirota M, Shimizu T, Kanamori, H Yamane H, 

Hayano-Saito Y Matsumoto T, Yano M, Takatsuji H (2010) Durable panicle blast-resistance gene 
Pb1 encodes an atypical CC-NBS-LRR protein and was generated by acquiring a promoter through 
local genome duplication. Plant J 64: 498-510 

2) 国際特許出願 林長生、高辻博志、井上晴彦、加藤恭宏、船生岳人、城田雅毅 (2010) 「イ

ネ穂いもち圃場抵抗性遺伝子 Pb1 とその利用」(WO 2010/067801 A1) 

図 2．真性抵抗性に関わる R タンパク質 Pib と Pb1
タンパク質との構造の比較。P-loop の欠如など

NBS 領域に顕著な違いがある。 

図 4．イネの生育にともなういもち病抵抗性の 
変化と Pb1 遺伝子の発現パターンとの相関 

図 3．ゲノム領域の重複による Pb1 遺伝子の成立 
ゲノムの部分的な重複（直列二量化）により、プロモー

ターが Pb1 遺伝子の上流に配置し、その活性によって

Pb1 遺伝子が発現するようになった。
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[主要研究成果名] 広範な植物病原菌に対して抵抗性を付与するイネの遺伝子を発見 

[要     約] イネの遺伝子を発現させたシロイヌナズナをスクリーニングする手法

（FOX ハンティング）を用い、複数の病害に対する抵抗性を付与する遺伝子

BSR1 をイネから発見した。BSR1 は、双子葉植物のシロイヌナズナと単子葉

植物のイネの両方で、細菌病および糸状菌病に抵抗性を示した。 

[キ ー ワ ー ド] イネ、シロイヌナズナ、病害抵抗性、糸状菌病、細菌病、リン酸化酵素 

[担     当] 農業生物資源研究所・植物科学研究領域・耐病性研究ユニット 

[連 絡 先] 029-838-7008                [分     類] 知的貢献・技術開発 

 

[背景・ねらい] 

世界的な人口増加の下、飢餓の克服や食料の安定供給を図る上で、作物病害を防ぐことは極め

て重要な課題である。細菌や糸状菌（カビ）は植物に病害を引き起こす主要な病原体である。そ

の被害を農薬により防ぐ方法もあるが、植物自身の持つ抵抗性機構を強化した耐病性作物を開発

することができれば、農薬散布にかかるコストや労力の低減が可能となる。特に、今後需要の増

加が見込まれる飼料イネやバイオマス用作物などでは低コスト栽培が求められ、広範囲の病害に

抵抗性をもつ性質が重要とされている。本研究では、シロイヌナズナを用いてイネの有用遺伝子

を効率よく探索できる FOX ハンティングという手法を用いて、複数の病気に効果のある病害抵

抗性遺伝子の単離を図った。 

 

[成果の内容・特徴] 

1. イネの遺伝子の約 40％を網羅した完全長 cDNA（13,000 種）を発現する 2 万種類のシロイヌ

ナズナ系統（イネ FOX ナズナ系統）を作出した。各系統にトマト斑葉細菌病菌(Pseudomonas 

syringae pv. tomato DC3000)を接種し、ほとんどの系統が病気に感染して死滅する中で生き残

る抵抗性系統を 72 種選抜し、その原因遺伝子を特定した。 

2. 選抜された系統の 1 つは、シロイヌナズナに感染する病原糸状菌のアブラナ科野菜類炭疽

病菌（Colletotrichum higginsianum）にも抵抗性を示した（図 1）。これにより、この遺伝子

は双子葉植物において細菌病および糸状菌病の両方に抵抗性を与えることがわかり（複合

抵抗性）、この遺伝子を BSR1 (Broad-spectrum resistance 1，広範な病原菌への抵抗性の意)

と命名した。 

3. BSR1 を過剰発現する形質転換イネは、病原細菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae)による白葉

枯病および病原糸状菌(Magnaporthe oryzae)によるいもち病に強い抵抗性を示した（図 2）。

いもち病抵抗性の程度は、極強のいもち病抵抗性品種「戦捷（せんしょう）」以上の非常

に強いものであった。これにより、BSR1 は単子葉植物でも複合抵抗性を与えることがわ

かった。  

4. BSR1 は新規のリン酸化酵素をコードしており、イネの病原体感染情報を細胞内に伝えるこ

とにより抵抗性反応を誘導する仕組みの一部を担っていると推測される。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

1. 飼料用イネやバイオマス作物で BSR1 遺伝子を高発現することにより、複数の病原菌に抵抗

性を有する系統の作出が期待される。 

2. 単子葉植物だけでなく双子葉植物への導入・高発現により、飼料、バイオマス、観賞用等の

様々な作物の減農薬栽培を可能にすることが期待される。 

3. BSR1 の機能解析により、イネの耐病性機構の解明に資することが期待される。 
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［具体的データ］ 

  
(a)トマト斑葉細菌病抵抗性。野生型は菌の感染によりしおれている。(b)アブラナ科野菜類炭疽病

抵抗性。野生型は菌の感染によりしおれている。UV 照射すると、過剰発現体では健全な葉の指

標である赤みをおびた蛍光が認められるが、野生型ではほとんど認められない。  

 
  

(a)イネ白葉枯病抵抗性。原品種（日本晴）は菌の感染により葉が白く枯れているが、過剰発現体

では接種部位近傍以外はほとんど枯れていない。▼印は菌を接種した部位。(b)イネいもち病抵抗

性。原品種は菌の感染による病斑が多く現れているが、過剰発現体では病斑数が約 1/10 に減少し

た。 

 

［その他］ 

研究課題名：イネ完全長 cDNA による有用形質高速探索 
イネ－ナズナ FOX 系統を用いた複合抵抗性遺伝子の同定及び耐病性機構の解析 

予 算 区 分：科振調、交付金 
中期計画課題コード：B13  研究期間：2005～2010 年度 
研究担当者：Dubouzet Joseph G.、前田哲、菅野正治、大武美樹、林長生、廣近洋彦、高辻博志、

森昌樹 
発表論文等： 
1) Dubouzet J G, Maeda S, Sugano S, Ohtake M, Hayashi N, Ichikawa T, Kondou Y, Kuroda H, Horii Y, 

Matsui M, Oda K, Hirochika H, Takatsuji H, Mori M (2011) Screening for resistance against 

Pseudomonas syringae in rice-FOX Arabidopsis lines identified a putative receptor-like cytoplasmic 

kinase gene that confers resistance to major bacterial and fungal pathogens in Arabidopsis and rice. 

Plant Biotechnol Journal 9, 466-485 

2) 国内特許出願 森昌樹、林長生、菅野正治、高辻博志、廣近洋彦、小田賢治、松井南 (2010)

「広範な病害抵抗性を付与するイネ遺伝子」（特願 2008-217603） 

図 1 BSR1 発現シロイヌナズナでの病害抵抗性

図 2 BSR1 過剰発現イネでの病害抵抗性  
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[主要研究成果名] 生体防御機能を担うクッパー細胞の簡易連続単離方法の開発 

[要     約]  肝臓での異物排除や免疫応答を担うクッパー細胞を簡易に繰り返して回収す

る世界初の方法を開発した。肝細胞の混合培養系でクッパー細胞を増殖させ

た後、容器を振とうし、細胞浮遊液をプラスチックディッシュへ移して短時

間培養することで、付着性の高いクッパー細胞のみを回収する。得られたク

ッパー細胞は肝臓疾患の病態解明や治療薬の開発などに大きく貢献する。 

[キ ー ワ ー ド] クッパー細胞、マクロファージ、肝細胞、混合培養系、振とう、付着性 

[担     当] 農業生物資源研究所・遺伝子組換え家畜研究センター  

[協 力 分 担] 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所・安全性研究チーム 

[連 絡 先] 029-838-6043                        [分     類] 技術開発 

 

[背景・ねらい] 

 クッパー細胞は肝臓に特異的に存在する組織マクロファージの一種であり、異物の認識や免疫

応答の誘導などの生体防御機能を担う細胞である。クッパー細胞は肝炎や肝硬変に対する創薬開

発における標的細胞として重要であり、その単離法は 30 年以上前から開発・改良され、現在では

細胞密度を指標にしたエルトリエーション遠心分離法が主流である。しかしながら、この手法で

は特殊な機器や熟練した技術が必要であり、また実験の都度、動物を犠牲にしてその肝臓からク

ッパー細胞を単離しなければならない。そこで本研究では、肝細胞の混合培養系で増殖させたク

ッパー細胞を簡易に、また繰り返して単離・回収できる効率的な新手法を開発した。 

 

[成果の内容・特徴] 

1. 成体ラットの肝臓をコラゲナーゼ溶液で灌流・消化し、主として肝実質細胞からなる画分を

単離してフラスコに初代培養した（図 1A ①～③）。その肝実質細胞が死滅あるいは線維芽

細胞様の細胞へと変化して細胞シートが培養フラスコ底面に形成され、培養 6～12 日頃にか

けてマクロファージ様細胞（クッパー細胞）が活発に増殖してくる（図 1B）。 

2. 培養フラスコを振とうして、増殖したクッパー細胞を培養液中に浮遊させる。その細胞浮遊

液をプラスチックディッシュへ移して短時間培養すると、クッパー細胞は極めて容易にディ

ッシュへ付着するのに対して、その他の細胞はほとんど付着しない（図 1A ④～⑥）。この

特性を利用することによって、1 回の回収操作でフラスコ（底面積 75 cm2）あたり 106個以

上のクッパー細胞を選択的に単離できる（図 1A および図 2）。 

3. クッパー細胞を含む細胞浮遊液を移した後のフラスコに新しい培地を加えて培養を継

続すると、新たなクッパー細胞が細胞シート上で引き続いて増殖する（図 1A ⑦）。そ

のため、初回の単離（培養 8 日頃）降、同様の方法で約 2 週間にわたり、2～3 日おきに

同じフラスコから繰り返してクッパー細胞を単離できる（図 2）。 

 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

1. 特殊な機器や熟練技術を必要とせず、どこでも誰でも実施可能な効率的単離方法である。 

2. 癌遺伝子の導入によって不死化クッパー細胞株の作出が期待される。 

3. ラット以外の哺乳動物、例えばウシやヒトなどにも適用可能と考えられる。 

4. 単離したクッパー細胞を利用して、肝炎や肝硬変などクッパー細胞が深く関与する肝臓

疾患の病態解明や治療薬の開発などに大きく貢献すると期待される。 
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［具体的データ］ 

 

図 2 培養フラスコあたりに単離されたクッパー細胞の収量（実験 1 では培養 8 日目以降、実験 2

では培養 12 日目以降、2～3 日おきにフラスコ内の培地を交換しながら繰り返して回収した） 

 

［その他］ 

研究課題名：実験動物および培養細胞を用いたナノスケール食品素材の生体影響評価 
予 算 区 分：農水受託「食品ナノテク」 
中期計画課題コード：C14  研究期間：2007～2011 年度 
研究担当者：木谷裕、竹之内敬人、佐藤充、山中典子（動衛研）、吉岡都（動衛研） 
発表論文等：  
1) Kitani H, Takenouchi T, Sato M, Yoshioka M, Yamanaka N (2010) A novel isolation method for 

macrophage-like cells from mixed primary cultures of adult rat liver cells. J Immunol Methods 360: 
47-55 

(日) 

図 1 (A)ラット肝細胞の混合培養系を用いたクッパー細胞の単離方法、（B）ラット肝細胞の混

合培養系におけるクッパー細胞の増殖（球形の光った細胞がクッパー細胞、培養 12 日後に顕著） 

2) Kitani H, Takenouchi T, Sato M, Yoshioka M, Yamanaka N (2011) A simple and efficient method to 
isolate macrophages from mixed primary cultures of adult liver cells. J Vis Exp 
http://www.jove.com/details.php?id=2757 (Video Article) 

3) 国内特許出願 木谷裕、竹之内敬人、山中典子、吉岡都(2010)「クッパー細胞の効率的増

殖方法およびその利用」(特願 2010-228639) 同 国際出願(PCT/JP2010/067767) 
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[背景・ねらい] 

 哺乳動物における性腺（卵巣、精巣）の活動は、脳から末梢に分泌される性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン（GnRH）のパルス状の信号により制御されている。繁殖季節や性成熟を迎え

た動物では、GnRH パルス分泌の頻度が高まって性腺活動が活発となり、逆に、栄養状態が悪

くなったり過度のストレスがかかったりすると、パルス分泌の頻度は低下し性腺の活動が抑制

される。従って、GnRH のパルス状分泌を制御する神経機構は、生体内外の情報を統御し生

殖活動を調節する最上位の中枢と考えられているが、その実体が脳のどこに存在し、パルス

状分泌をもたらす神経活動がどのようにして作り出されているのか、大きな謎として残され

ていた。本研究では、新たな家畜繁殖制御技術の開発に向け、強力な GnRH 分泌促進因子と

して関心が高まっているキスペプチンに着目して GnRH パルス産生機構の解明を目指した。 

[成果の内容・特徴] 

1. ヤギ脳内のキスペプチン神経系の特徴を解剖学的に解析したところ、視床下部弓状核と

呼ばれる神経核にキスペプチンを産生する神経細胞の一群があり、それらの細胞にはニ

ューロキニン Bとダイノルフィンという神経伝達物質も共存していることが明らかとな

った（図 1）。さらに、キスペプチン神経細胞同士は神経線維によりネットワークを構

築していることが示された。 

2. 覚醒したヤギにおいて、キスペプチン細胞群の神経活動を多ニューロン発火活動として解

析したところ、約 30 分の非常に規則正しい周期で神経活動の上昇が起こり（図 2 左端）、

それぞれの神経活動の上昇は GnRH パルスと一対一に対応していることがわかった。すな

わち、キスペプチン細胞群が GnRH パルス産生神経機構である可能性が強く示唆された。 

3. キスペプチン細胞群の神経活動におよぼすニューロキニン B とダイノルフィンの影響を

解析したところ、神経活動の上昇に対しニューロキニン B は促進的に、ダイノルフィン

は抑制的に作用することがわかった（図 2）。 

4. 以上の結果を総合し、GnRH パルス産生機構として以下のような新たなモデルを提唱し

た（図 3）。キスペプチン神経細胞ネットワークでは、ニューロキニン B により細胞群の同調し

た一斉発火が引き起こされ、わずかに遅れて作用するダイノルフィンによりその発火が鎮火され

るという巧妙なメカニズムの繰り返しにより、脈動的な神経活動の上昇が周期的に生み出されて

いる。キスペプチン神経細胞の脈動的な神経活動の上昇により、神経終末からキスペプチンがパ

ルス状に分泌され、正中隆起で GnRH のパルス状分泌を誘起する。すなわち、キスペプチン神

経細胞群は生殖を操る最上位の中枢として、GnRH を介し卵子や精子の発育を制御してい

るものと考えられる。 

[成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等] 

1. この研究で得られた知見は、哺乳類に共通した生殖制御のメカニズムと考えられる。 

2. 生殖医学においては、これまで原因がわからなかった不妊症や遺伝的生殖機能不全に対

する科学的根拠を提供し、その治療方針や創薬のターゲットを決めるための重要な基礎

知見として大きく貢献していくことが期待される。 

3. 畜産領域においては、生殖中枢であるキスペプチン神経細胞の活動を促進するニューロ

キニン B の作用は、性成熟の早期化や栄養性やストレス性の繁殖障害に対する対策など、

家畜の繁殖効率向上に向けた新たな繁殖制御技術のツールとなるものと期待される。 

 
[主要研究成果名] 生殖機能を調節する最上位中枢の制御メカニズムを解明 

[要     約] ヤギを実験モデルとし、脳内に存在するキスペプチン神経細胞が動物の

生殖機能を調節する最上位の中枢であり、神経細胞内の特異的なメカニズ

ムで生み出されるパルス状の神経信号によって卵子や精子の発育を制御

していることを、世界に先駆け明らかにした。 

[キ ー ワ ー ド] 生殖調節中枢、キスペプチン、ニューロキニン B、ダイノルフィン、ヤギ 

[担     当] 農業生物資源研究所・動物科学研究領域・脳神経機能研究ユニット 

[連 絡 先] 029-838-8649                          [分     類] 知的貢献 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：ヤギを用いたメタスチンの作用メカニズムの解明 
予 算 区 分：生研センター 
中期計画課題コード： 研究期間：2007～2011 年度 
研究担当者：若林嘉浩、山村崇、本間玲実、岡村裕昭 
発表論文等： 

B32  

図 1 ヤギ弓状核

組織切片における

キスペプチン、ニ

ューロキニン B お

よびダイノルフィ

ンの三重染色像 

図 2 ヤギ弓状核

キスペプチン神経

細胞の活動におよ

ぼすニューロキニ

ン B およびダイノ

ルフィンの影響 

図 3 想定される性腺制御

中枢機構の模式図 キスペ

プチン神経細胞では、細胞

の発火を引き起こすニュー

ロキニン B（NKB）と発火

を止めるダイノルフィン

（Dyn）の相反的な作用に

より脈動的な神経活動の上

昇が生み出され、これによ

り、キスペプチン（Kiss）

がパルス状に分泌され、正

中隆起で GnRH のパルス状

分泌を誘起する。GnRH パ

ルスの情報は下垂体で黄体

形成ホルモン（LH）に変換

され、LH パルスの頻度とい

う指令により卵巣や精巣の

活動が調節される。 

1) Wakabayashi Y, Nakada T, Murata K, Ohkura S, Mogi K, Navarro V.M, Clifton D.K, Mori Y, 
Tsukamura H, Maeda K, Steiner R.A, Okamura H (2010) Neurokinin B and dynorphin A in kisspeptin 
neurons of the arcuate nucleus participate in generation of periodic oscillation of neural activity driving 
pulsatile gonadotropin-releasing hormone secretion in the goat. Journal Neurosci 30(8): 3124-3132 

2) FACAULTY of 1000 (Post-publication peer review): http://www.f1000biology.com/article/id/2494956 
3) Maeda K, Ohkura S, Uenoyama Y, Wakabayashi Y, Oka Y, Tsukamura H, Okamura H (2010) 

Neurobiological mechanisms underlying GnRH pulse generation by the hypothalamus. Brain 
Res 1364:103-115 
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