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［主な研究成果名］葉の水分保持に関与するオオムギの Eibi1 遺伝子の単離と機能解析 

［要 約］葉のクチクラ層の構造が崩れ水分を保持できないオオムギの突然変異体 eibi1

を解析し、その原因が HvABCG31 遺伝子の機能消失によるものであることを発

見した。イネでも、対応する遺伝子である OsABCG31 遺伝子が機能消失すると

オオムギ同様、葉の水分を保持できなくなり乾燥耐性が著しく低下することが

分かった。 

［キ ー ワ ー ド］ABC トランスポーター、クチクラ層、乾燥耐性、eibi1 

［担 当］農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター・作物ゲノム研究ユニット 

［連 絡 先］029-838-7482                               ［分 類］知的貢献 

 

［背景・ねらい］ 

世界では干ばつ被害がしばしば発生し、また、砂漠化の進行も問題になっている。農作物に

おいては、乾燥による水分の欠乏は生長や収量に大きな影響を及ぼす要因であり、乾燥耐性の

付与は品種改良の目標の一つである。陸上植物は、体の表面にクチクラ層（一般名はキューテ

ィクル）という構造を発達させ、体からの水分損失を防いでいることが知られているが、これ

までにオオムギでは、切り取った葉がわずか数十分でカラカラに乾燥する自然突然変異体

eibi1.b が見いだされていた。葉は一般に気孔とクチクラ層の両方から徐々に水分を失うが、こ

の変異体では気孔は正常に機能することから、クチクラ層に何らかの欠陥があり、そのため水

分を急速に失うことが明らかにされていた。本研究では、eibi1 突然変異体の原因遺伝子の単離

とその機能解明に取り組んだ。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．マップベースクローニングにより eibi1.b 突然変異体の原因遺伝子を単離した（図 1A）。こ

の遺伝子（以下 ABCG31 遺伝子）は細胞内での物質輸送に関係すると考えられる ABCG31
タンパク質をコードし、eibi1.b 突然変異体では ABCG31 遺伝子の機能が消失していた。同じ

遺伝子の人為突然変異体 eibi1.c においても水分損失と矮性的生育を示した（図 1B, C）。 
２．イネにおけるトランスポゾン Tos17 の挿入遺伝子破壊系統群から、ABCG31 遺伝子が破壊さ

れたイネ 2 系統を選抜した。このイネはオオムギ変異体と同様に、葉の水分を保持できなく

なり乾燥耐性が著しく低下していた。 
３．オオムギおよびイネの変異体の葉のクチクラ層を詳細に観察したところ、変異体ではクチク

ラ層の構成成分であるクチンの量が減り、それに伴い、クチクラ層の厚みが約 1/3 に減って

いた。これらの結果を踏まえ、ABCG31 遺伝子がクチクラ層の形成と水分の保持に重要な役

割を果たすことが判明した。 
４．ABCG31 遺伝子に対応する遺伝子は、単子葉植物および双子葉植物にわたって、タンパク質

のサイズおよび推定アミノ酸配列ともよく保存されていた。一方、クチクラ層の存在が不明

瞭な海藻である緑藻では、対応する ABCG31 タンパク質の相同性は 35%と低かった。この

結果は、ABCG31 遺伝子の進化により植物がクチクラ層を形成して乾燥耐性を獲得し陸上に

進出したという可能性を示すものである。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．単離した遺伝子は、陸上植物に必須の組織であるクチクラの形成機構を解明する糸口になるとともに、

植物が陸上に移行した進化過程の解明に寄与する。 
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［具体的データ］ 

 
図 1 オオムギ乾燥感受性 eibi1 突然変異体の遺伝子型および表現型 

(A) オオムギ eibi1 遺伝子と二系統の感受性対立遺伝子 eibi1.b と eibi1.c。(B) 野生オオムギ OUH602 から

誘導された突然変異体 eibi1.c の矮性表現型。(C) 同じ変異体の葉身からの水分損失。 

 

［その他］ 

研究課題名：オオムギ穂の形態形成遺伝子の単離と機能解明 

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：1-21  研究期間： 2008～2012 年度 

研究担当者：Chen G（中国低温乾燥研）、小松田隆夫、Ma J（岡山大）、Nawrath C（ローザンヌ大）、 

Pourkheirandish M、田切明美、Hu Y（中国西北農林大）、Sameri M、Li X（中国低温乾燥研）、 

Zhao X（中国低温乾燥研）、Liu Y（中国低温乾燥研）、Li C（中国低温乾燥研）、 

Ma X（中国低温乾燥研）、Wang A（中国低温乾燥研）、Nair S、Wang N、宮尾安藝雄、 

佐久間俊、山地直樹（岡山大）、Zheng X（中国西北農林大）、Nevo E （ハイファ大） 

発表論文等： 

1) Chen G, Komatsuda T, Ma J.F, Nawrath C, Pourkheirandish M, Tagiri A, Hu Y-G, Sameri M, Li X, Zhao X, Liu 

Y, Li C, Ma X, Wang A, Nair S, Wang N, Miyao A, Sakuma S, Yamaji N, Zheng X, Nevo E (2011) An ATP-

binding cassette subfamily G full transporter is essential for the retention of leaf water in both wild barley and 

rice Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108(30):12354-12359 

(DOI:10.1073/pnas.1108444108) 
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［主な研究成果名］オオムギ完全長 cDNA  24,783 配列をデータベースから公開 
［要 約］全ゲノム情報が解読されていないオオムギから大規模な完全長 cDNA ライ

ブラリーを構築し、このうち代表的な 24,783 の cDNA の全長配列を解読

した。本配列は各遺伝子の機能情報と共に生物研のウエブサイトから公

開した。 
［キ ー ワ ー ド］オオムギ、完全長 cDNA、データベース 
［担 当］農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター・作物ゲノム研究ユニット 
         農業生物先端ゲノム研究センター・ゲノムインフォマティックスユニット 
［連 絡 先］029-838-7441, 7065                   ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

オオムギは生産量において世界第 4 位の穀物であり、食糧として利用されるほか、飼料・

ビール製造等に利用されている。現在、オオムギでは耐病性・穂発芽性などを制御して品種

改良を目指した研究が行われているが、ゲノム配列が解読されていないことから、オオムギ

遺伝子の全体像の把握は進んでいない。本研究では、栽培オオムギから遺伝子の機能的な構

造を反映した「完全長 cDNA」を大量に取得し、塩基配列を解読することによって、オオム

ギの全遺伝子を網羅的に把握し、それぞれの遺伝子の機能の解明や農業上有用な生物現象の

理解を目指すものである。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．オオムギ品種「はるな二条」を低温、乾燥、ホルモン処理等様々なストレス条件下で栽培し、

RNA を抽出した後 cDNA 合成を行い、遺伝子の完全なコピーである「完全長 cDNA クロー

ン」を 17 万 2 千個収集した。その中から重複を除いた代表の 24,783 個を選抜し、その塩基

配列を決定した（図 1）。このうち 85％は翻訳されて完全なタンパクを生成すると推定された。

また既知の遺伝子データベース（RefSeq と UniProtKB）と照合することにより、今回決定さ

れた遺伝子配列の 85％について機能を予測することができた。 
２．得られたオオムギの遺伝子情報と、既に公開されているイネ、トウモロコシ、ソルガム及び

野生のイネ科植物であるミナトカモジグサの遺伝子情報とを比較したところ、87％の遺伝子

が 4 つの作物種で共通であり、イネ科の遺伝子の配列保存性が高いことを示した。一方、他

のイネ科作物と配列の相同性がない遺伝子が 1,699 個見つかり、これらの遺伝子がオオムギ

の特徴を決定していると考えられた。 
３．今回解読した完全長 cDNA 配列を公的データベースである DDBJ に登録すると同時に、

配列の機能を推定したアノテーションや遺伝子発現データを付加した生物研のデータベー

ス Barley full length cDNA database （http://barleyflc.dna.affrc.go.jp/hvdb/index.html）として 2011
年 3 月 17 日に公開した。 

 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．今回の研究成果は、オオムギにおいて実際に発現し、機能している遺伝子の構造を網羅的に

明らかにしたものである。この知見を他の作物のゲノム配列や遺伝子配列と比較する事によ

って、ムギ類の遺伝子の機能の迅速な解明や、形質に関わる遺伝子の選抜マーカーとしての

利用が可能となり、ムギ類の品種改良への活用が期待される。 
２．完全長 cDNA は遺伝子の全長を含むと期待されるため、cDNA クローンを植物に導入し

て形質転換作物を作成し、各遺伝子の機能解明が進むと期待される。  
３．現在コムギやオオムギのゲノム配列決定にむけて国際共同研究が進められているが、本研究

で作成したオオムギの完全長 cDNA の配列は、コムギやオオムギのゲノム配列の遺伝子アノ

テーションにおける有用な情報として利用できる。
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［具体的データ］ 

図 1 オオムギ完全長 cDNA 配列の解読と公開 
オオムギ組織より抽出した RNA から cDNA を合成し、その中から遺伝子の全長をカバーする

cDNA（完全長 cDNA）を選択しクローン化した。さらにグループ化により重複を除き、代表クロ

ーン 24,783 個を選抜し塩基配列を解読した。解読した配列はデータベースとして公開した。 
 

［その他］ 

研究課題名：ムギ類マップベースクローニング加速化・比較ゲノム解析のための研究支援 

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：1-21、1-22  研究期間：2008～2012 年度 

研究担当者：松本隆、田中剛、坂井寛章、金森裕之、栗田加奈子、堀清純、伊藤剛、 

佐藤和広（岡山大） 

発表論文等： 

1) Matsumoto T, Tanaka T, Sakai H, Amano N, Kanamori H, Kurita K, Kikuta A, Kamiya K, Yamamoto 
M, Ikawa H, Fujii N, Hori K, Itoh T, Sato K (2011) Comprehensive sequence analysis of 24,783 barley 
full-length cDNAs derived from 12 clone libraries Plant Physiology 156(1):20-28(DOI:10.1104/pp.110.171579) 

2) Mayer K.F.X, Martis M, Hedley P.E, Šimková H, Liu H, Morris J.A, Steuernagel B, Taudien S, 
Roessner S, Gundlach H, Kubaláková M, Suchánková P, Murat F, Felder M, Nussbaumer T, Graner A, 
Salse J, Endo T, Sakai H, Tanaka T, Itoh T, Sato K, Platzer M, Matsumoto T, Scholz U, Doležel J, 
Waugh R, Stein N (2011) Unlocking the barley genome by chromosomal and comparative genomics The 
Plant Cell 23(4):1249-1263(DOI:10.1105/tpc.110.082537) 
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［主な研究成果名］計画的な点変異導入による植物の代謝改変 
［要 約］ジーンターゲッティング法により、トリプトファン生合成の鍵酵素とな

る遺伝子に、酵素機能を向上させる点変異を狙いを定めて導入した。変異

イネの種子には、遊離トリプトファンが原品種の 230 倍蓄積しており、計

画的な点変異導入により植物の代謝改変が可能なことが初めて示された。 
［キ ー ワ ー ド］代謝改変、ジーンターゲッティング、変異導入、トリプトファン、イネ  
［担 当］農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター・ゲノム機能改変研究ユニット 
［連 絡 先］029-838-8450                      ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

 代謝酵素のタンパク質工学研究から、代謝産物による酵素活性阻害（フィードバック

阻害）を軽減する点変異や酵素活性を向上させる点変異が明らかにされてきている。そ

の知見を利用することで、酵素機能を改良した変異型酵素をデザインすることが可能に

なってきた。しかし、デザインした酵素を発現する突然変異植物を計画的に作出するこ

とは、これまでできなかった。本研究では、染色体上の代謝酵素遺伝子に対して、目的

の点変異を計画的に導入することで、代謝改変植物を作出できることを実証したいと考

えた。そこで、トリプトファン生合成における鍵酵素 OASA2 について、ジーンターゲッ

ティング法によって目的の変異を導入し、トリプトファン高蓄積イネを作出することが

可能か検討を行った。 
 
［成果の内容・特徴］  
１．トリプトファン合成の鍵酵素の改良型OASA2遺伝子を含むベクター（図1）をイネ品種

日本晴に導入した。トリプトファン類縁体を用いてジーンターゲッティングが生じた細

胞を選抜し、OASA2遺伝子にフィードバック阻害を軽減する点変異と酵素活性を向上さ

せる点変異が同時に導入された植物体を作出することに成功した。  
２．変異イネの種子では、原品種と比較して 230 倍もの遊離トリプトファンが蓄積していた

（図 2）。さらに、トリプトファン以外の遊離アミノ酸も 2～10 倍程度多く蓄積し

ており、アミノ酸代謝全体が大きく変化していることが示唆された（図 3）。  
３．一方、変異イネの幼苗では、原品種と比較して 7 倍の遊離トリプトファンが蓄積してい

た（図 2）。変異イネの幼苗と種子において、原品種に対するトリプトファン含量

の増加率が異なっていたのは、茎葉部で合成された遊離トリプトファンが転流し、

種子で濃縮された為だと考えられ、特定の代謝産物を種子に高蓄積させる方法とし

て転流の活用が有効であることを示唆している。  
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．本研究で作出した変異イネは、高栄養イネ品種を作出するための育種母本として活用で

きると期待される。 
２．アミノ酸合成に関わる代謝酵素は様々な生物に共通して存在しており、酵素をデザイン

するために必要な基礎的知見が多く蓄積している。よって、トリプトファン以外のアミ

ノ酸についても、代謝酵素をデザインし、本研究で行った手法と同様に、アミノ酸類縁

体を用いてジーンターゲッティングが生じた細胞を選抜することで、アミノ酸高蓄積作

物を作出できる。 
３．比較ゲノムやタンパク質工学などの有益な情報を基に、作物ゲノム上の標的遺伝子を計

画通りに改変する技術は、遺伝子の機能解析や作物の分子育種などに有効活用できる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

研究課題名：遺伝子ターゲッティングを利用したトリプトファン高蓄積イネの開発  
予 算 区 分：交付金、科研費 
中期計画課題コード：1-21  研究期間：2006～2011 年度 
研究担当者：雑賀啓明、及川彰（理研）、松田史生（理研）、小野寺治子、斉藤和季（理研）、

 

図 1 ジーンターゲッティングによる OASA2 遺伝子の改変 
ジーンターゲッティングベクターには、OASA2 のフィードバック阻害を軽減する点変異と酵

素活性を向上させる点変異（☆）が導入されているが、配列の一部を欠失した不完全な OASA2
遺伝子が含まれている。このベクターとイネ染色体上の OASA2 遺伝子との間で相同組換えが

生じ、染色体上の OASA2 遺伝子に目的の点変異が導入された細胞だけがトリプトファン類縁

体に耐性を示すため、効率よく選抜することができる。 

図 3 OASA2遺伝子の改変型イネの種子にお

ける各種遊離アミノ酸含量の増加率 
変異イネの種子では、トリプトファン以外の

遊離アミノ酸も高蓄積していた。また、総遊

離アミノ酸含量は原品種の 8 倍以上高かっ

た。 

図 2 OASA2 遺伝子の改変型イネの幼

苗及び種子における遊離トリプトファ

ン含量 
変異イネの幼苗や種子では、原品種で

ある日本晴と比較して遊離トリプトフ

ァンが高蓄積していた。 

土岐精一

発表論文等：  
1) Saika H, Oikawa A, Matsuda F, Onodera H, Saito K, Toki S (2011) Application of gene targeting to 

designed mutation breeding of high-tryptophan rice  Plant Physiology 156(3):1269-1277(DOI:10. 1104 
/pp.111.175778) 

2) Saika H, Toki S (2011) Gene targeting applied to designed-mutation breeding of high-tryptophan rice 
ISB News Report (12):3-6 1)の論文の紹介記事 

3) 雑賀啓明、土岐精一「相同組換えを利用したイネアントラニル酸合成酵素の改変」特願

2009-177959 
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［主な研究成果名］クライオプレートを用いた栄養繁殖性植物遺伝資源の超低温保存法  
［要 約］アルミニウム製のクライオプレートを用いた超低温保存法は、茎頂をプ

レート上に固着して脱水処理等を行うため、作業効率の向上、茎頂の損

傷の最小化や冷却・加温速度の急速化による高い再生育率を得ることが

でき、栄養繁殖性植物遺伝資源などの長期保存に有効である。クワ、ミ

ントでは 80％以上の再生育が確認され、長期保存事業への利用が可能で

ある。 
［キ ー ワ ー ド］栄養繁殖性、長期保存、ガラス化、クライオプレート、液体窒素、遺伝資源 
［担 当］農業生物資源研究所・遺伝資源センター・保存・情報研究ユニット  
［連 絡 先］029-838-8127                        ［分 類］技術開発 
 
［背景・ねらい］ 

実用的な栄養繁殖性植物遺伝資源の超低温保存法は、緩速予備凍結法、ガラス化法、

ビーズ乾燥法等各種開発されているが、実際には各国ジーンバンクにおける応用はあま

り進んでいない。その原因の一つとして、これらの方法は大規模な保存事業を行うには

手法それ自体がシステマティックにできておらず、高度な技術をもつテクニシャンが必

要であることがあげられる。本研究では、アルミニウム製のクライオプレートを製作し、

ガラス化法とドロップレット法を改良して、操作性に優れたアルミニウム製のクライオ

プレートを用いたガラス化法（クライオプレート法）を開発する。このことにより、大

規模な事業保存に適合した超低温保存手順を確立する。  
 

 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．クライオプレート法を用いることで、栄養繁殖性植物遺伝資源の安定的かつ低コストな

長期保存法としての超低温保存の利活用が促進されると期待できる。  
２．クライオプレート法の普及のためには、対象作物種を広げ、適用例を増やしてマニュア

ルを作成し、積極的に広報することが必要である。 
 

［成果の内容・特徴］  
１．  培養茎頂の操作性向上を目的として 2 ml のクライオチューブに適合するアルミニウム

製クライオプレートを製作した（図 1）。 
２．ミント、熱帯原産クワ、イチゴ、カーネーション、除虫菊の培養植物体を材料として、

ガラス化法とドロップレット法を組み合わせて改良した方法（図 2）により保存手順の

標準化と液体窒素保存後の再生育を検討した。  
３．超低温保存後の再生育向上のためには、茎頂切り出し前の前処理、脱水耐性付与処理、

脱水処理等の各条件を最適化することが必要であり、上記作物種それぞれについて最適

な処理条件を決定した（文献参照）。  
４．ミント、熱帯原産クワ、イチゴ、カーネーション、除虫菊、各々の最適条件下でそれぞ

れ平均 88％、87％、81％、95％、77％と液体窒素保存後の非常に高い再生育が得られた。 
５．クライオプレート法には 

1）茎頂を固着したプレートを移動するため、効率的な処理が可能である  
2）茎頂の損傷や亡失の危険性が大幅に減少する  
3）冷却・加温効率がよく、再生育率が非常に高い 
4）短期の練習により全てのスタッフが実行できる 
などの利点があり、大規模な事業保存に適した手法である。  

６．農業生物資源ジーンバンク事業では、現在までに、ミント、熱帯原産クワ、イチゴ、イ

グサなど合計 100 系統の栄養繁殖性植物遺伝資源を各 10 プレート（100 芽）ずつ事業保

存している。 
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［具体的データ］ 

 
図 1

培養植物体（クワ）
切り出して前培養（0.2 mg/l BA, 0.3 M
ショ糖添加MS培地/1日）した茎頂を、ア
ルギン酸ナトリウムでクライオプレート上
に装着

ゲルの固化

脱水耐性付与処理：
0.6 M LS液/25℃/30分
脱水処理：
PVS2液/ 25℃/ 50分

液体窒素中で
保存加温培地上で再生

クライオプレートをクライオ
チューブにセット

 
図 2 熱帯原産クワのクライオプレート法の手順 
 

［その他］ 

研究課題名：遺伝資源の保存法と情報管理・提供の高度化 
予 算 区 分：交付金、ジーンバンク事業費 
中期計画課題コード：1-11  研究期間：2010～2011 年度 
研究担当者：山本伸一、福井邦明、新野孝男 
発表論文等： 

 開発したアルミニウム製クライオプレート（現在はいくつかのバージョンがある） 

1) Yamamoto S, Rafique T, Priyantha W.S, Fukui K, Matsumoto T, Niino T (2011) Development of a 
cryopreservation procedure using aluminium cryo-plates CryoLetters 32(3):256-265 

2) Sekizawa K, Yamamoto S, Rafique T, Fukui K, Niino T (2011) Cryopreservation of in vitro-grown 
shoot tips of carnation (Dianthus caryophyllus L.) by vitrification method using aluminium cryo-plates 
Plant Biotechnology 28(4):401-405(DOI:10.5511/plantbiotechnology.11.0531a) 

3) Yamamoto S, Fukui K, Rafique T, Khan N.I, Castillo Martinez C.R, Sekizawa K, Matsumoto T, Niino 
T (2012) Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of strawberry by the vitrification method using 
aluminium cryo-plates Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 10(01):14-19(DOI: 
10.1017/s1479262111000906) 
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［主な研究成果名］植物・微生物遺伝資源情報と一体的にリンクした日本植物病名データベース 
［要 約］日本植物病名データベースは、10,000 を超す植物病名を病名・植物（宿主）・

病原（微生物等）の 3 要素から柔軟検索することができる国内の唯一のデー

タベースで、農業生物資源ジーンバンク事業の Web サイトで公開されてい

る。本データベースは、宿主から植物遺伝資源、病原から微生物遺伝資源へ

と病名ごとに遺伝資源データベースへのリンク機能を有する。  
［キ ー ワ ー ド］植物病名、遺伝資源、データベース、ジーンバンク 
［担 当］農業生物資源研究所・遺伝資源センター・保存・情報研究ユニット 

遺伝資源センター・分類評価研究ユニット 
［連 絡 先］029-838-7016                         ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

農業生物資源ジーンバンクが保存する微生物遺伝資源には、日本産の植物病原微生物のリフ

ァレンスとなる株が多数あり、植物病害研究、分類同定、育種、農薬開発などの研究への需要

が高い。また、植物遺伝資源と微生物遺伝資源には、耐病性や病原性など病害関連の特性が記

録されているものが多数あり、その記録事項は Web 検索システムから特性情報として公開し

ている。しかし、病害に関する情報については植物と微生物でこれまでは個別の異なったデー

タセットとして管理しており、宿主と病原という遺伝資源にとって重要な相互関係が十分に反

映されていなかった。そこで、日本で確認された植物病害を網羅的に収録する日本植物病理学

会編集の「日本植物病名目録」をデータベース化し、内容を精査するとともに使用学名をコー

ド化し、最新の分類も考慮して、遺伝資源データベースにリンクさせることによって、植物と

微生物を効果的につなぐ情報システムの構築に取り組み、ユーザの利便性を向上させる。 
 

［成果の内容・特徴］  
１．日本植物病理学会より転載許可を得て、同学会編集の「日本植物病名目録」および追録・正

誤表に記載された宿主、病名、病原、関連文献などの情報をリレーショナルデータベースの

形に再構成し、さらに病原の種類（「菌類」「細菌」「ウイルス」等の区分）についてデー

タを新規作成・追加して日本植物病名データベースを開発した。本データベースには、宿

主が 1,957 件、病名が 11,406 件登録されている（平成 24 年 1 月 16 日現在）。 
２．検索条件の入力画面には、病名・植物（宿主）・病原（微生物等）の 3 項目の入力欄を設

け、すべての入力条件を満たす病名を検索できる。それぞれの項目は、部分一致、複数指定、

および入力候補表示の入力補助機能が実装され、柔軟な検索に対応する（図 1）。 
３．病原と微生物遺伝資源の対応付けは学名の照合かつ宿主と分離源の一致により確認して

設定した。宿主と植物遺伝資源の対応付けは、植物名が符合し、かつ耐病性の特性評価

が実施されている植物遺伝資源に対して設定した。本データベースから遺伝資源データ

ベースへのリンク機能は検索結果の詳細情報画面にある「関連菌株」と「関連宿主」に

設けた。また、微生物遺伝資源 Web 検索システムには、詳細情報画面の特性が「病原性」

である場合、または文献として病原性が報告されている場合、本データベースの対応病名へ

のリンク機能を設けた。これらリンク機能を組み込んだため、植物病理研究に適した実験試

料セットとして関連する植物と微生物遺伝資源の検索と配布申込が容易である（図 1）。  
４．農研機構花き研究所の「花き類病害の診断・防除」サイトと病名ごとにリンク機能を構

築したため病徴写真や防除法などを参照可能である。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．本データベースは、遺伝資源データベースへのリンクにより微生物のバーコード遺伝

子領域のDNA塩基配列データなど、ゲノム関連情報の取得が容易になることから、植物病理

の研究者による利用だけではなく、多様な研究目的にかなった利活用が期待できる。 
２．今後、病徴や防除の情報を一層充実させるため共同する外部関連サイト数を増やしてい

くが、ジーンバンクに保存される固有の遺伝資源についての特性情報が有用であること

から、自前の画像や解説コンテンツの作成・公開を検討する。 
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［具体的データ］ 

 

図 1 日本植物病名データベース 
検索条件入力画面と検索結果表示（上）、関連菌株とリンクした微生物遺伝資源の検索結果

 
 
［その他］ 
研究課題名：遺伝資源の保存法と情報管理・提供の高度化 
予 算 区 分：交付金、ジーンバンク事業費 
中期計画課題コード：1-11  研究期間：2006～2011 年度 
研究担当者：竹谷勝、山崎福容、埋橋志穂美、澤田宏之、永井利郎、富岡啓介、佐藤豊三、

青木孝之、河瀬眞琴 
発表論文等： 

（左下）、関連宿主とリンクした植物遺伝資源の検索結果（右下）。

1) 佐藤豊三, 山崎福容, 竹谷勝 (2009) 日本植物病名データベース． 植物防疫 63(9):587-591 
2) Takeya M, Yamasaki F, Uzuhashi S, Aoki T, Sawada H, Nagai T, Tomioka K, Tomooka N, Sato 

T, Kawase M (2011) NIASGBdb: NIAS Genebank databases for genetic resources and plant 
disease information Nucleic Acids Research 39(suppl 1):D1108-D1113(DOI:10.1093/nar/gkq916) 

3) 日本植物病名データベース: http://www.gene.affrc.go.jp/databases-micro_pl_diseases.php 
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［主な研究成果名］水田で生育中のイネにおける体内時計の働きを解明  
［要 約］出穂期を指標に体内時計のイネ突然変異体を単離同定し、実験室環境で

はなく実際に圃場に栽培して、全遺伝子発現解析、一次代謝産物・二次

代謝産物解析、光合成能力解析、収量性関連形質解析を行い、作物の体

内時計の圃場での役割を明らかにした。  
［キ ー ワ ー ド］圃場環境、イネ、トランスクリプトーム、メタボローム、体内時計、開花期 
［担 当］農業生物資源研究所・植物科学研究領域・植物生産生理機能研究ユニット 

農業生物先端ゲノム研究センター・ゲノムリソースユニット 
［連 絡 先］029-838-7446                        ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

分子遺伝学的に同定した有用遺伝子を農業に利用するには、表現形質の評価を圃場環境

で行うことが不可欠である。しかしながら、これまでの突然変異体解析や生理学的解析は、

実験の再現性や科学的な解釈に優れた実験室環境での測定が中心であるため、結果をその

まま圃場環境に応用しにくい現状がある。そこで、得られた知見を効率的に応用研究につ

なげるため、日本の主要作物であるイネの体内時計変異体をつくばの圃場で栽培し、トラ

ンスクリプトーム解析（網羅的遺伝子発現解析）、メタボローム解析（網羅的一次代謝・

二次代謝産物解析）、光合成能力や収量性関連形質の解析等を分子生物学的かつ農学的に

行い、圃場で栽培されているイネにおける体内時計の役割の解明を目指した。  

［成果の内容・特徴］  
１．生理的な光信号が伝わらないため出穂期（開花期）が体内時計の影響を受けやすいイネ

系統に変異をかけ、出穂期が変化する突然変異体を単離し、その変異体がイネ体内時計

遺伝子 OsGIGANTEA（OsGI）の欠損変異体（osgi 変異体）であることを証明した。進化

的に同一起源のシロイヌナズナ GIGANTEA 遺伝子も体内時計遺伝子のひとつとして知

られているが、役割は異なっている。  
２．osgi 変異体をつくば市の圃場で栽培した。実験室環境では短日条件で明確に出穂が遅れ

るところ、圃場栽培では出穂期はほとんど変化せず、長日条件栽培に近いと推察された。 
３．イネ葉の単位面積当たりの光合成能（炭酸ガス固定能）は、osgi 変異で変化しなかった。 
４．osgi 変異では、糖分、一穂粒数、穂数が増加したが、一粒重が減少し、収量には変化が

認められなかった。 
５．２時間ごとにサンプリングして日周変動を調査する大規模トランスクリプトーム解析

で、イネ遺伝子 27,201 個の挙動を確認した（図 1）。その結果、半数以上の遺伝子発現

が OsGI の影響を受けた。これらの遺伝子発現の明確な日周変動は、単なる外部環境の

日周変動への追従ではなく、体内時計で制御されることが示された。一方で、メタボロ

ーム解析からは、一次代謝産物の極端な変化は確認できなかった。  
６．移植日を変えた栽培では、osgi 変異体で明確に稔実率が下がったことから、この変異体

は、栽培環境変動に弱くなっていることが示唆された（図 2）。 
７．これまで、体内時計は、光合成や収量性に深くかかわると信じられてきたが、圃場環境で、

外部環境変動（日照や気温変動）があれば、光合成と収量性は体内時計による転写制御の欠

損に対して、頑健に構築されていること、ただし、最適な栽培環境でないと、体内時計欠損

は収量性を落とすことが明らかとなった。 

［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．広い至適栽培地域を持つ品種、経年気象変動に強い品種の育成には、体内リズムのモニ

ターを指標に加えていくべきであり、そのための評価法の開発を進める必要がある。  
２．体内リズムの維持コストをなくしても収量性に影響がないので、植物工場等栽培環境が

安定な場合、変異体の葉で増加した糖をうまく転流させることで、収量増を期待できる。 
３．実験室環境だけでの研究成果に対しては慎重な評価が必要であり、今後は、圃場でのパ

フォーマンスをできる限り同時に解析する方向の研究の推進が望まれる。 
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［具体的データ］ 

図 1 圃場でのトランスクリプトーム解析結果 
2 時間ごとのマイクロアレイ結果（27,201 遺伝子分の発現データ）からピアソンの相関係数を計算して、

アレイ間の類似度をグラフ化した。野生型イネ（通常の品種）では、2 時間ごとに徐々に遺伝子発現全

体が変化することが波として観察できるが、osgi 変異体では、昼のパターンと夜のパターンに大別で

き、また、アレイ間の全遺伝子発現の類似性が高く、日周変動が少ないことが分かった。 

図 2 osgi 変異体を圃場で栽培した時の稔実率の変化 
通常の移植日（田植えの日）では、稔性に変化はなかったが、6 月に入ってからの移植では、osgi 変異

体で大きく稔性が下がった。環境ストレスに弱くなっていると考えられる。 
 

［その他］ 
研究課題名：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  
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：2-11   研究期間：2008～2012 年度 
研究担当者：井澤毅、三原基広、Gupta Meenu, 伊藤博紀、本山律子、永野惇、矢野昌裕、  

長村吉晃、鈴木雄二（東北大）、牧野周（東北大）、澤田有司（理研）、 
平井優美（理研） 

発表論文等： 
1) Izawa T, Mihara M, Suzuki Y, Gupta M, Itoh H, Nagano A.J, Motoyama R, Sawada Y, Yano M, 

Yokota Hirai M, Makino A, Nagamura Y (2011) Os-GIGANTEA confers robust diurnal rhythms on the 
global transcriptome of rice in the field The Plant Cell 23(5):1741-1755(DOI:10.1105/tpc.111.083238) 

2) Itoh H, Izawa T (2011) A study of phytohormone biosynthetic gene expression using a circadian 
clock-related mutant in rice Plant Signaling & Behavior 6(12):1932-1936 (DOI:10.4161/psb.6.12.18207) 
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［キ ー ワ ー ド］根粒菌、菌根菌、窒素固定、リン酸吸収、ミヤコグサ、共通共生遺伝子  
［担 当］農業生物資源研究所・植物科学研究領域・植物共生機構研究ユニット  

農業生物先端ゲノム研究センター・生体分子研究ユニット 
［連 絡 先］029-838-8377                        ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

根粒菌はダイズなどマメ科植物の根に感染して根粒形成を誘導し、根粒内で大気中の

窒素をアンモニアに固定して植物に供給する。このことから、マメ科植物は窒素栄養の

乏しい土壌環境でも生育が可能である。一方、菌根菌は陸上植物の８割程度の種と共生

することができ、感染した植物の根から土壌中に展開した菌糸で、植物の生育に必要な

リン酸などの栄養分や水分を吸収して植物に供給する。これらの共生は、共通共生遺伝

子と呼ばれる一連の宿主遺伝子により制御されている。このような有用土壌微生物と植

物との共生を農業に活用するためには、共生の分子メカニズムを明らかにし、共生の人

為的な調節を可能にすることが望ましい。そこで、共通共生遺伝子で中核的役割を果た

している遺伝子を同定し、その機能を検証した。  
 

［成果の内容・特徴］  
１．共生に対する植物の細胞生理学的応答として、細胞核カルシウムイオンの周期的な濃度

変動（カルシウムスパイキング）が知られている。共通共生遺伝子は、カルシウムスパ

イキングの誘導に必要な「上流遺伝子」と、誘導には関与しない「下流遺伝子」に区別

できる。 
２．「下流遺伝子」の１つ、CCaMK は、その機能獲得型の変異により、根粒菌が感染しな

くとも根粒を形成することができる。そこで、CCaMK 遺伝子の機能獲得型変異を、他

の共通共生遺伝子の機能喪失型変異と組み合わせることで、共生におけるそれぞれの遺

伝子の役割を検証した。その結果、「上流遺伝子」は CCaMK の活性化のみに働き、共

通共生遺伝子の機能は CCaMK に集約化されていることが明らかとなった。  
３．CCaMK はタンパク質キナーゼ部位、カルモジュリン結合部位、カルシウム結合部位によ

って構成されている。CCaMK にカルモジュリン結合能力を失わせる変異を与えると、菌

根菌は感染できるが、根粒菌は感染できなくなることから、CCaMK とカルモジュリン

の結合は根粒菌の共生にのみ必要であると考えられた（図 1）。 
４．そこで、菌根菌の共生における CCaMK の働きを検証した。菌根菌が感染する際に必要な

宿主遺伝子の発現誘導には、CCaMK が細胞核に存在することが必要であった（図 2）。

これは CCaMK がカルシウムスパイキングの受容体であることを裏付けている。また、

菌根菌の感染によって誘導される細胞内構造である侵入前装置（PPA）は菌糸の細

胞内侵入に重要であるが、PPA の形成には CCaMK が必要十分であることを明らか

にした。  
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．これまでの研究から共通共生遺伝子におけるCCaMKの重要性は提唱されていたが、上記

の研究により、それが実証された。 
２．機能獲得型CCaMKを利用することで、宿主遺伝子の発現を人為的に調節することが可能

になった。したがって、CCaMKの下流で機能する共生遺伝子の同定が容易になった。 
３．共生遺伝子の全容を明らかにすることで、根粒菌・菌根菌の有効利用が期待できる。 

［主な研究成果名］根粒菌・菌根菌の共生において共通共生遺伝子CCaMK は中核的機能を果たす 
［要 約］根粒菌・菌根菌の共生に関与する分子メカニズムを明らかにするために、

共通共生遺伝子 CCaMK の機能を検証した。CCaMK とカルモジュリンの

結合は根粒菌の共生にのみ必要であり、また菌根菌感染に重要な細胞

内構造の変化が CCaMK によって誘導された。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 
研究課題名：植物と有用土壌微生物との共生機構の解明  
予 算 区 分：生研センター、農水受託「新農業展開ゲノム」、科研費、JST「先端助成」 
中期計画課題コード：2-23  研究期間：2007～2011 年度 
研究担当者：今泉温子、下田宜司、林晃之、馬場真里、河内宏、韓路、山崎俊正、  

鈴木倫太郎、武田直也（基生研）、前川隆紀（ミュンヘン大）、林誠  
発表論文等： 
1) Hayashi T, Banba M, Shimoda Y, Kouchi H, Hayashi M, Imaizumi-Anraku H (2010) A 

dominant function of CCaMK in intracellular accommodation of bacterial and fungal 
endosymbionts The Plant Journal 63(1):141-154(DOI:10.1111/j.1365-313X.2010.04228.x) 

2) Shimoda Y, Han L, Yamazaki T, Suzuki R, Hayashi M, Imaizumi-Anraku H (2012) Rhizobial 
and fungal symbioses show different requirements for calmodulin binding to calcium 
calmodulin-dependent protein kinase in Lotus japonicus The Plant Cell 24(1):304-321(DOI:10. 
1105/tpc.111.092197) 

3) Takeda N, Maekawa T, Hayashi M (2012) Nuclear-localized and deregulated calcium- and 
calmodulin-dependent protein kinase activates rhizobial and mycorrhizal responses in Lotus 
japonicus The Plant Cell 24(2):810-822(DOI:10.1105/tpc.111.091827) 

図 1 CCaMK の活性化機構 
1. カルシウムイオンがカルシウム結合ドメイ

ンに結合する。 
2. キナーゼドメインがリン酸化（P）される。

この時点で菌根菌は感染可能である。 
3. カルモジュリン結合ドメイン（CaMBD）に

カルモジュリンが結合する。この時点で根粒

菌は感染可能になる。 

図 2 共通共生遺伝子 CCaMK に

よる菌根共生遺伝子 SbtM1の発現

誘導 
機能獲得型CCaMKを細胞核に局在

させるとSbtM1の発現が 100倍以上

に増加したが（黒棒）、細胞核に局

在させないと発現がほとんど認め

られない（白棒）。 
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［主な研究成果名］トマトモザイクウイルスの増殖に必須な宿主タンパク質 ARL8 の同定 
［要 約］宿主タンパク質 ARL8 がトマトモザイクウイルス (ToMV) の複製タンパク

質と結合していることを見いだした。ARL8 遺伝子を破壊した植物体は正常

に生育したが、接種した ToMV の増殖は完全に抑制された。このタンパク

質 ARL8 の溶液構造および ToMV 複製タンパク質が活性化される際の

ARL8 の役割を明らかにした。  
［キ ー ワ ー ド］植物ウイルス、複製、宿主タンパク質、核磁気共鳴、溶液構造  
［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 
         農業生物先端ゲノム研究センター・生体分子研究ユニット 
［連 絡 先］029-838-7009, 7910                   ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

ウイルスは宿主のタンパク質合成系や他の代謝系を利用して増殖するため、宿主の営

みを妨げずにウイルスの増殖のみを阻害することは難しく、作物のウイルス病を治療で

きる薬剤は知られていない。ToMV およびその近縁ウイルス（トバモウイルスと総称）は、

トマトをはじめ多くの作物に感染して収量や品質を低下させる。ウイルス粒子は非常に

安定で、土壌中で長年活性を保ち、感染源となる。いくつかの作物ではトバモウイルス

に対して強力かつ打破されにくい抵抗性遺伝子の存在が知られているが、そのような抵

抗性遺伝子が見つかっていない作物もある。本研究では、トバモウイルス防除の新たな

方策を開発する基盤の構築を目指して、ToMV の増殖に必要な宿主因子の同定を試みた。 
 

［成果の内容・特徴］  
１．ToMV 感染細胞抽出液から、ToMV 複製タンパク質（ToMV の複製に必要な酵素活性を

持つタンパク質）と共精製されるタンパク質を得た。部分アミノ酸配列を決定し、その

タンパク質が ARF ファミリーに属する低分子量 GTP 結合タンパク質 ARL8 であること

を明らかにした。ARF ファミリータンパク質は、細胞内の膜を介した物質輸送において

重要な役割を担うことが知られている。  
２．３つの ARL8 遺伝子を破壊したシロイヌナズナとタバコを作出した。これら変異株の植

物体は正常に生育したが、ToMV あるいは近縁のトバモウイルス TMV-Cg を接種した際

には、これらのウイルスの増殖は完全に阻害された（図 1）。一方、ToMV とは別の属に

分類されるキュウリモザイクウイルス（CMV）は当該変異株でも正常に増殖した（図 1）。 

４．ARF ファミリータンパク質は GTP を結合するか GDP を結合するかにより大きく立体構造

を変えることにより分子スイッチとして機能する。我々は、ARL8 の GTP 結合型および

GDP 結合型の溶液構造を、核磁気共鳴分光法により決定し、それらの間の構造変換機構を

明らかにした（図 3）。この構造変換は ToMV の複製においても重要である可能性がある。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．ARL8 遺伝子の発現を抑制することにより、シロイヌナズナ、タバコ以外の植物にもト

バモウイルスに対する抵抗性を付与できることが期待される。  
２．ARL8 タンパク質の溶液構造およびその構造変換機構が明らかになった。今後、これら

の情報をもとに、ARL8 の GTP 結合型-GDP 結合型構造間の変換を阻害することにより、

あるいは、複製タンパク質と ARL8 の相互作用を阻害することによりトバモウイルスの

増殖を抑制する物質の開発を目指す。 

３． 宿主タンパク質 TOM1 は ARL8 と同様 ToMV の増殖に必須である。ARL8、TOM1、ToMV
複製タンパク質は互いに相互作用した。ToMV 複製タンパク質は ARL8 および TOM1 と

共発現してはじめて ToMV の複製に必要な酵素活性を現した。これらの結果から、

TOM1 と ARL8 は複製タンパク質とともに複製複合体を形成し、複製タンパク質が

ウイルス複製のための酵素活性を獲得する過程で重要な役割を果たしていると考

えられた（図 2）。  
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［具体的データ］ 

図 1 シロイヌナズナ arl8 変異株の解析 

 

図 2 ToMV の複製における TOM1
と ARL8 の役割（モデル） 
ToMV の複製タンパク質は不活性な

形で合成され、TOM1 および ARL8
と相互作用してはじめて複製に必要

な酵素活性を獲得すると考えられ

る。 

 

 

図 3 ARL8 タンパク質の溶液構造 
GDP を結合した ARL8 は、マグネシウム

イオン濃度が低いときは、主に、本来の

GDP 結合型構造（右）をとる。一方、マ

グネシウムイオン濃度が高い条件ではも

ともと数％の割合で存在していた GTP
結合型様構造（左）が安定化されること

を明らかにした。 

 

 

［その他］ 
研究課題名：ウイルス増殖阻害薬剤開発に向けた基礎研究  
予 算 区 分：生研センター 
中期計画課題コード：2-21  研究期間：2007～2011 年度 
研究担当者：錦織雅樹、岡村英保、相宏宇、森正之（石川県立大）、土肥浩二（石川県立大）、

内藤哲（北海道大学）、飯哲夫、加藤悦子、石川雅之 
発表論文等：  
1) Nishikiori M, Mori M, Dohi K, Okamura H, Katoh E, Naito S, Meshi T and Ishikawa M (2011) 

A host small GTP-binding protein ARL8 plays crucial roles in tobamovirus RNA replication PLoS 
Pathogens 7 (12): e1002409 

2) Okamura H, Nishikiori M, Xiang H, Ishikawa M and Katoh E (2011) Interconversion of two 
GDP-bound conformations and their selection in an Arf-family small G protein Structure 
19 (7): 988-998 

3) 石川雅之、飯哲夫、錦織雅樹「トバモウイルス抵抗性植物の製造方法およびその利用」

特願 2007-14197 

(A)3 つの ARL8 遺伝子を破壊した株（右）と野生型株（左）の形態。(B) arl8 変異株における TMV-Cg、 
CMV の増殖。シロイヌナズナに 3 個存在する ARL8 遺伝子のうちいずれかを欠損した株 (a, b, c)、2 つ

を同時に欠損した株 (ac, bc, ab)、あるいは 3 個を同時に欠損した株 (abc) に TMV-Cg あるいは CMV 
RNA を接種し、2 日後に接種葉のタンパク質を電気泳動により分離し、抗体を用いてそれぞれのウイ

ルスの外被タンパク質を検出した。変異株 ab および abc では TMV-Cg の増殖が特異的に抑制された。 
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［主な研究成果名］昆虫幼若ホルモンの輸送メカニズムの解明 
［要 約］昆虫幼若ホルモン（JH）結合タンパク質（JHBP）について、JH 結合型

と非結合型タンパク質の立体構造決定に成功し、JHBP による JH の血中

輸送の仕組みを世界で初めて解明した。これらの立体構造情報を利用し

た農薬開発の加速化が期待される。 
［キ ー ワ ー ド］幼若ホルモン、幼若ホルモン結合タンパク質、昆虫制御剤、構造ベース創薬 
［担 当］農業生物資源研究所・農業生物先端ゲノム研究センター・生体分子研究ユニット、 

昆虫科学研究領域・昆虫成長制御研究ユニット 
［連 絡 先］029-838-7900, 6079                    ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

化学合成農薬は作物の安定的な生産に貢献してきたが、一方でその過度な使用は環境汚

染や人体への害などの問題を引き起こすことが危惧されている。昆虫制御剤（=農薬）開発

の分野では、その解決策の一つとして、害虫だけに作用する農薬を開発し、人への有害性

や環境への悪影響を回避することが求められている。昆虫幼若ホルモン（JH）は脱皮・変

態、生殖など様々な生理現象に関与する昆虫に固有のホルモンで、その血中輸送を司る JH
結合タンパク質（JHBP）とともに、安全性の高い新規昆虫制御剤の標的として注目されて

いる。本研究では、効果的な農薬開発を進めるため、カイコの JHBP と JH の立体構造解

析を行い、ホルモンと輸送タンパク質の相互作用や JH 輸送の仕組みの解明に取り組んだ。 
 

［成果の内容・特徴］  
１．JHBP と JH の複合体を作成し、結晶中と溶液中における複合体の立体構造を X 線結晶

構造解析と溶液 NMR 解析によりそれぞれ決定した。結晶中と溶液中の立体構造は一

致し、いずれの構造においても JH（図 1A、赤色）は JHBP 内部の JH 結合ポケットに格

納され、ポケットの扉（図 1A、青色）が閉じることで完全に外界から隔離されていた。

こうして、JH は標的細胞以外の部分に結合することなく、また、血液中に存在するホル

モン分解酵素による分解からも保護されて、標的細胞まで無事に送り届けられることが

明らかになった。 
２．JHBP-JH 複合体で観測された分子間相互作用に基づいてデザイン・作成した一連の

JHBP 変異体について構造機能解析を完了し、JHBP による JH 認識の分子構造基盤を

確定した（図 2）。 
３．JHBP が JH を取り込む仕組みを明らかにするために、JHBP 単体の立体構造を決定し複

合体の構造との比較を行った。その結果、JHBP 単体では、JH が結合ポケットに侵入し

やすいように、扉（図 1B、青色）が大きく開いた構造をとっていることが分かった。  
４．JHBP と JH の複合体が標的細胞に到達すると、細胞膜近傍の誘電率の低下した疎水性の

高い環境を感知して JH が複合体から解離することが明らかになった。  
５．以上の結果を統合して、JHBP による血液中での JH 輸送の分子構造メカニズムを解明し

た（図 3）。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．JHとJHBPの複合体形成を阻害する物質は、初期の段階でJHシグナルの伝達を停止する

ことができるため、有力な昆虫成長制御剤となりうると期待される。  
２．JHBP-JH複合体の立体構造決定に成功したことにより、ホルモンとタンパク質の相互作

用の仕組みが原子レベルで解明された（図2）。この立体構造情報を利用することで昆

虫制御剤の精密な設計が可能になり、新たな農薬の開発が加速されるものと期待される。 
３．本研究成果は、昆虫の生活環の様々な局面できわめて重要な役割を担っているJHのシグ

ナル伝達について構造的知見を提供する初めての報告である。  
４．本研究成果を取りまとめた論文は、ネイチャーアジア・パシフィックのウェブサイトで

｢注目の論文｣として紹介された。 
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［具体的データ］ 

 

 
 

 

［その他］ 
研究課題名：昆虫制御剤の開発に向けた構造生物学研究  
予 算 区 分：交付金 
中期計画課題コード：1-25  研究期間：2008～2011 年度 
研究担当者：鈴木倫太郎、藤本瑞、塩月孝博、土屋渉、門間充、多勢祥、宮澤光博、  

山崎俊正 
発表論文等： 
1) Suzuki R, Fujimoto Z, Shiotsuki T, Tsuchiya W, Momma M, Tase A, Miyazawa M, Yamazaki T 

(2011) Structural mechanism of JH delivery in hemolymph by JHBP of silkworm, Bombyx mori 
Scientific Reports 1:133 (DOI:10.1038/srep00133) 

2) ネイチャーアジアパシフィック ウェブサイト http://www.natureasia.com/japan/srep/highlights/srep00133.php. 

図 1 (A) JHBP-JH 複合体と(B) JHBP 単体の結晶構造 

図 2 JHBP による JH 認識

の分子構造機構 
(A) JH のエポキシ部の認

識様式。(B) JH のエステル

部の認識様式。 
水色の点線は水素結合を、

茶色の点線は CH-スタッ

キング相互作用を示す。 

図 3 JHBP による JH 輸送の

分子構造モデル 
(i) 血中では、JHBP は JH 結合

ポケットの扉の開閉を繰り返

している。(ii) アラタ体の細胞

膜に近付くと、扉が開いて JH
を取り込む。(iii) 結合ポケット

に侵入した JH は JHBP 内部に

格納され、輸送中に生じる結合

や分解から保護された状態で

標的細胞まで運ばれる。(iv)標
的細胞に到達すると JH を放出

し、JHBP は (i) の状態に戻る。 
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［主な研究成果名］改変ペプチド・ポリマー複合体を用いた抗菌繊維加工技術の開発 
［要 約］抗微生物タンパク質改変ペプチドを利用した新規抗菌素材を作出するため、

改変ペプチド・ポリマー複合体を用いた繊維加工技術を開発した。 
［キ ー ワ ー ド］抗菌ペプチド、ポリマー加工、抗菌性素材  
［担 当］農業生物資源研究所・遺伝子組換え研究センター・昆虫機能研究開発ユニット 
［協 力 分 担］和歌山県工業技術センター、JITSUBO 株式会社 
［連 絡 先］029-838-6154                      ［分 類］生物産業 
 
［背景・ねらい］ 

健康な生活の確保や感染症の予防は重要な課題であり、国民の清潔志向も非常に高いこ

とから、新しい抗菌性素材の開発が求められている。抗菌性素材の市場規模は国内でも年

間 8 千億円と言われ、非常に多くの需要が見込まれる分野である。 
当研究所はこれまで、抗微生物タンパク質であるカブトムシディフェンシンを改変する

ことにより、強い抗微生物活性を持つ「改変ペプチド」を作出することに成功した。さら

にこのペプチドの優れた抗菌特性を活用し、耐久性に優れた抗菌性素材を作出するため、

改変ペプチドを繊維分子に直接共有結合させた抗菌綿布の開発を行った。しかしこの改変

ペプチドの固定化方法は、加工プロセスが極めて煩雑であること、さらに綿布に直接化学

反応を行うため、使用する溶媒や反応試薬による綿布へのダメージが懸念された。そこで、

より簡便な抗菌加工法の開発を目指し、改変ペプチド・ポリマー複合体を用いた抗菌加工

技術の開発を行った。 
 

［成果の内容・特徴］  

 
２．この改変ペプチド・ポリマー複合体を綿布に対してコーティング処理を施し、乾燥させるこ

とにより抗菌加工を行った。 
３．得られた加工綿布の抗菌活性は、繊維評価技術協議会の定める方法に基づいて菌液吸収法に

て評価を行い、洗浄およびオートクレーブによる滅菌操作を繰り返しながら耐久性の分析を

行った。 
４．その結果、システイン残基を N 末端に付加した polymer2 、および C 末端に付加した 

polymer3 をコーティングした加工綿布は共に強い抗菌活性を示し、この活性は 10 回以

上の繰り返し洗浄、およびオートクレーブ処理を施しても失われず、強い耐久性を示し

た（表 1）。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．今回開発した抗菌繊維加工技術は、現在汎用されている繊維加工と同じ作業プロセスで

行える。従って既存の設備がそのまま転用できるため、新たな設備投資を行わずに繊維

の抗菌加工が行える。  
２．ペプチド合成のコストダウンを図ることにより、抗菌性素材として幅広く利用されるこ

とが期待される。 

１．高分子素材の原料として汎用されるメタクリル酸に、アミノ基を導入したポリエチレング

リコールをスペーサー分子として付加し、ラジカル重合によりスペーサー付加メタクリル酸

ポリマー（polymethacrylate-PEG-NH2）を合成した。次にこの化合物のスペーサー末端に、マ

レイミド基を導入したポリマー（polymer 1）を合成し、さらに改変ペプチドの一種である「

改変ペプチド A」のＮ末端にシステイン残基を付加した Cys-peptide A を、マレイミド基に結

合させた改変ペプチド・ポリマー複合体（polymer 2）を得た。同様に、改変ペプチド A のＣ

末端にシステイン残基を付加した改変ペプチド peptide A-Cys を結合させた改変ペプチド・

ポリマー複合体（polymer 3）を得た（図 1）。 



 
－ 21 －

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 改変ペプチド・ポリマー複合体の合成 
 

表 1 改変ペプチド・ポリマー複合体加工綿布の洗浄に伴う抗菌活性の変化（静菌活性値） 

洗浄回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

polymer1 0.1 1.1 - - - - - - - - - - - - 

polymer2 >5.7 >7.1 >6.9 >6.6 >6.9 >7.0 6.2 >8.2 >8.4 >8.3 >9.0 >8.6 2.6 >8.9 0.1 0.0

polymer3 >5.7 >7.1 >6.9 >6.6 >6.9 3.1 >8.2 3.9 >8.3 3.6 4.6 0.2 3.8 0.2 0.1 - 

静菌活性値： 18 時間培養後の標準布の生菌数を 18 時間培養後の抗菌加工布の生菌数で除した常

用対数値。繊維評価技術協議会の定める抗菌繊維の規格である SEK 認証規格では、静菌活性値 2.2
以上（太字）が抗菌効果有りと認められる。 
 

［その他］ 
研究課題名：昆虫抗微生物タンパク質改変ペプチドを利用した抗菌性素材の開発  
予 算 区 分：生研センター 
中期計画課題コード：3-05  研究期間：2010～2012 年度 
研究担当者：石橋純、笠嶋めぐみ、中村允（和歌山県工業技術センター）、  

解野誠司（和歌山県工業技術センター）、鈴木秀明（JITSUBO）、 
永野富郎（JITSUBO） 

発表論文等：  
1) Nakamura M, Iwasaki T, Tokino S, Asaoka A, Yamakawa M, Ishibashi J (2011) Development of a 

bioactive fiber with immobilized synthetic peptides designed from the active site of a beetle defensin 
Biomacromolecules 12(5):1540-1545(DOI:10.1021/bm1014969) 

2) 中村允、解野誠司、鈴木秀明、永野富郎、石橋純「ポリペプチド含有ポリマー、及び繊維に

ペプチドを固定化するための方法」特願 2011-202173 
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［主な研究成果名］カイコの「2 眠蚕」変異体で早熟変態が起きる原因を解明  
［要 約］カイコの幼虫脱皮回数の変異体である「2 眠蚕」の原因遺伝子が、幼若

ホルモン合成に必須のエポキシダーゼ CYP15C1 遺伝子であることを明

らかにした。「2 眠蚕」では、幼若ホルモンを生合成することができな

いために、本来 5 齢で蛹に変態するはずの幼虫が、3 齢または 4 齢で早

熟変態してしまうことがわかった。 
［キ ー ワ ー ド］カイコ、幼若ホルモン、変態、制御剤 
［担 当］農業生物資源研究所・昆虫科学研究領域・昆虫成長制御研究ユニット 

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 
［連 絡 先］029-838-6075                      ［分 類］知的貢献 
 
［背景・ねらい］ 

通常、カイコの幼虫は 4 回の幼虫脱皮を行ない、5 齢幼虫になった後に蛹へと変態する。

ところが、カイコの突然変異の 1 つである「2 眠蚕 (dimolting, 遺伝子記号 mod)」は、幼

虫脱皮を 2 回または 3 回しか行わず、3 齢あるいは 4 齢幼虫で変態し、小さなままで蛹や

成虫になってしまう（図 1）。このことは、「2 眠蚕」では幼虫脱皮と変態との切り替え

のタイミングに異常が生じていることを意味し、その原因を明らかにすることにより、

昆虫の脱皮と変態の分子機構解明の重要な手がかりが得られるとともに、その分子をタ

ーゲットとする新規の昆虫制御技術の開発へと繋がるものと期待された。そこで、カイ

コの全ゲノム情報や遺伝子組換え技術を利用して、この変異体の原因遺伝子を同定し、

その機能を解明した。 
 
［成果の内容・特徴］  
１．カイコの全ゲノム情報を用いたポジショナルクローニング法によって、「2 眠蚕」

変異体の原因遺伝子を同定したところ、「2 眠蚕」変異体では CYP15C1 という遺伝

子が壊れており、正常に機能していないことが判明した。  
２．CYP15C1 タンパク質の酵素活性を調べたところ、CYP15C1 は重要な昆虫ホルモンであ

る幼若ホルモンの生合成に必須なエポキシダーゼであることが明らかになった（図 2）。 
３．「2 眠蚕」変異体の体内には幼若ホルモンが全く検出されなかったが、遺伝子組換

え技術を用いて、「2 眠蚕」変異体に正常型の（＝壊れていない）CYP15C1 遺伝子

を導入したところ、正常なカイコと同様に幼若ホルモンを作り、4 回脱皮を行なっ

て大きな 5 齢幼虫に成長し、正常な蛹へと変態した（図 3）。  
４．以上のことから、「2 眠蚕」変異体は、幼若ホルモンを作ることが出来ないために、

4 齢幼虫、5 齢幼虫へと大きく成長することができず、小さいまま蛹へ変態してし

まうことが明らかになった。  
５．幼若ホルモンは、脱皮ホルモンが働いて脱皮するときに幼虫形質を維持するために

必要なホルモンと考えられているが、カイコでは、幼若ホルモンがなくても 3 齢ま

たは 4 齢まで幼虫形質が維持されることが明らかになった。このことは、若齢期の

幼虫形質の維持には、幼若ホルモン以外の要因が働いている可能性を示唆している。 
 
［成果の活用上の留意点、波及効果、今後の展望等］ 
１．幼若ホルモンは、脱皮と変態の切り換えをはじめ、昆虫の成長や生殖に重要な働き

をしているが、その作用機構はほとんど分かっていない。カイコの「2 眠蚕」は、

世界で初めて見つかった幼若ホルモンをつくることができない昆虫の変異体であ

り、今後、幼若ホルモンの働きを調べる上で重要な材料になるものと考えられる。 
２．本研究の成果は、CYP15C1 が昆虫の成長制御剤のターゲット分子として有望であ

ることを示唆しており、新たな害虫の制御法の開発へとつながることが期待され

る。また、カイコやミツバチなどの益虫の脱皮や変態を人為的にコントロールする

ことで、機能利用を高度化するための技術開発へとつながることが期待される。  
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［具体的データ］ 

 
図 1 普通のカイコと「2 眠蚕」変異体 
（上）普通のカイコの繭と成虫。幼虫が 5 齢まで成長し

て変態するため、大きな蛹・成虫になる。 
（下）「2 眠蚕」変異体の繭と成虫。幼虫が 3 齢あるい

は 4 齢までしか成長できないため、小さな蛹・成虫にな

ってしまう。体は小さいが、生殖能力は正常である。 
 
 
 
 

図 2 「2 眠蚕」の原因遺伝子

CYP15C1 の機能 
(A) CYP15C1 遺伝子は、JH 合成

器官であるアラタ体で特異的に

発現する（青紫色のシグナルが

CYP15C1の発現を示している）。 
(B) 幼若ホルモンの生合成経路

における CYP15C1 の役割。「2
眠蚕」では CYP15C1 が壊れてい

るため、JH が合成されない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 遺伝子組換えカイコを用いたレスキュー実験 
CYP15C1 を強制的に発現させた「2 眠蚕」個体（一番右の個体）では、幼虫の脱皮回数が正常に

戻り、5 齢幼虫になってから蛹・成虫へと変態する。その結果、体の大きさが正常なカイコと同

程度になる。 
 
［その他］ 
研究課題名：カイコの眠性変異体の分子遺伝学的解析 
予 算 区 分：交付金 
中期計画課題コード：2-12  研究期間：2011 年度 
研究担当者：大門高明、古崎利紀、古田健次郎、並木俊樹、瀬筒秀樹、小林功、内野恵郎、

三田和英、田村俊樹、嶋田透（東京大）、勝間進（東京大）、丹羽隆介（筑波大）、

伴野豊（九州大）、糸山享（明治大）、中山真義（花き研）、篠田徹郎  
発表論文等： 
1) Daimon T, Kozaki T, Niwa R, Kobayashi I, Furuta K, Namiki T, Uchino K, Banno Y, Katsuma S, 

Tamura T, Mita K, Sezutsu H, Nakayama M, Itoyama K, Shimada T, Shinoda T (2012) Precocious 
metamorphosis in the juvenile hormone-deficient mutant of the silkworm, Bombyx mori PLoS 
Genetics 8(3):e1002486 (DOI:10.1371/journal.pgen.1002486) 
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