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  2007年度の一般公開が4月20日 (金 )に
開催されました。本年度の一般公開について
は『生命科学の不思議 きて ! みて ! ふれて !』
をメインテーマとして、本部地区、大わし地
区の2箇所で開催しました。公開内容は、本
部地区がイネゲノムや遺伝子組換え研究の紹
介、DNA抽出実験やミニトマトの植え継ぎ
実験、アミノ酸模型作り、ジーンバンクや放
射線育種場の研究紹介等を、大わし地区では
昆虫･動物を材料として行われている研究の
紹介、生きたカイコ、マウス、ナナフシ類な
どの展示、マウス免疫系細胞の顕微鏡観察、
シルクスポンジ、スズメバチの巣とそれから
作られる新素材フィルム等の展示を行いまし
た。加えて、本部地区で4題、大わし地区で
3題のミニ講演会を行いました。

　当日は天候にも恵まれ、昨年を上回る
2,103名 (本部地区1,068名、大わし地区
1,035名 )の方が見学されました。
　見学者を対象に行ったアンケートでは、展
示や説明について『よく判った』『大体判った』
の回答が9割を占め、当研究所の研究内容を
PRすることができたと考えられました。ま
た、全般的な感想として『興味深い内容だっ
た』『有意義だった』『説明者が親切だった』
等の好意的な意見が多かった一方で、『混雑
していて体験ができず残念』『順路を含めて
案内が判り辛かった』などの意見も寄せられ
ました。これらを基に、来年に向けての改善
策などを纏めて行きたいと思います。

[ 広報室 ]



33



44

　かつて岡谷にシルク産業を発展させた先人
の努力やその心を広く市民に伝え、シルクに
親しんでいただきたいとの趣旨で、本年も岡
谷市の「シルクの日」(4月29日 )に当生活
資材開発ユニットをメイン会場とし、他市内
５カ所 (市立岡谷博物館、岡谷絹工房、旧山
一林組製糸事務所、重要文化財・旧林家住宅、
初代片倉兼太郎生家、照光寺蚕霊供養塔 )で
シルクフェアが開催されました。
　当ユニットでは、生物研の研究内容をパネ
ルや製品等で紹介するとともに、今年世界遺
産暫定リストに登録された富岡製糸場を紹介
するコーナーと、富岡を契機として岡谷で製
糸業の栄えた歴史的背景を知っていただくた

めのパネル展示を行いました。生物研・技術
支援室からは1齢から5齢までの種類の異
なる蚕やポップベリー等の果実用桑を展示し
て頂きました。また、シルクを使った押し絵・
繭人形づくり、簡易機織りなどの体験コー
ナーでは、親子で夢中になって製作に励んで
いる姿が見られました。
　この日は360名の見学者が訪れましたが、
当研究所の研究内容や製糸の歴史などを知っ
ていただくことができ、また、蚕・繭・シル
クに親しみ、理解して頂く良い機会になりま
した。
      [ 生活資材開発ユニット：髙林 千幸 ]
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　ダイズは日本人の食生活に欠かせない作
物です。和食特有の味付けに必要な醤油や味
噌などの、あるいは豆腐や納豆およびそれら
の関連食材の原料として古来用いられていま
す。この他、ダイズは食用油の原料としても
使われます。しかし、近年わが国におけるダ
イズ生産量は食品としての全消費量の23%
に過ぎず、食用油は100%を輸入ダイズに
依存しています。一方、中国でのダイズ食用
需要の増加と米国におけるバイオディーゼル
利用への新政策などの国際情勢により、わが
国が従来の輸入量を今後も確保できるかどう
か、不安定な状況になっています。食用分の
みでも全ての需要を国産ダイズで賄うことが
望まれています。
　農林水産省では平成19年度よりダイズ自
給率の向上をめざしてDNAマーカーを利用
した新品種開発を目的とした新規プロジェ
クトを開始しました。このプロジェクトでは
最新の技術によりダイズのゲノム情報を解読
し、わが国におけるダイズ栽培に重要な形質
の分子遺伝学的解析を推進することにより、
新品種育成に有効なDNAマーカーの開発を

計画しています。一方、米国でも油分と収
量の多いダイズ品種が求められ、その基盤情
報取得の目的で昨年ゲノム塩基配列解読プロ
ジェクトが開始されています。このような状
況を考えると、ダイズゲノム解析研究を国際
的な共同体制のもとに行うほうが情報や資源
を有効に活用でき、自国のプロジェクト推進
のみならずダイズ研究全体の今後の発展に寄
与できると判断されました。
　この考え方のもとに第１回国際ダイズゲノ
ムプロジェクト会議を4月20日に生物研で
開催しました。日本、米国、中国、韓国の4
カ国から総勢22人が参加しました。参加者
から各国におけるダイズゲノム研究の現状報
告が行われ、特にゲノム塩基配列解読を行う
ことが決まっている日米2カ国からは、配
列をとりまとめて各20本の染色体として再
現する手法なども紹介されました。1日間の
討議でしたが、ダイズゲノム構造を理解する
ための問題点を共通に認識することができ、
有効な会議でした。次回は来年4月に韓国
で開催されます。　　　[理事：佐々木 卓治 ]
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　2007年 1月 18日から 20日にかけて、
米国カリフォルニア州リバーサイドで行わ
れた標記のシンポジウムに参加した。この
シンポジウムは、UCリバーサイド校を拠点
に植物のエピジェネティクス分野で活躍す
る3人の研究者Xuemei Chen、Shou-Wei 
Ding、Jian-Kang Zhu（いずれも中国系！）
によって企画され、第一線の植物（一部は酵
母）エピジェネティクス研究者41人の口頭
発表と、100近いポスター発表から構成さ
れる、極めて質の高いシンポジウムだった。
　口頭発表では、ウィルスのみならず細菌
感染における植物側のsmall RNAシグナル
の重要性とそれを利用した耐病性付与の可
能性、RNA polymeraseIV の酵素としての
活性の同定、遺伝子ファミリーを形成する
small RNA関連因子間の機能分担など、論
文として未発表の最新研究成果が発表され、
質疑応答も盛り上がりをみせた。
　印象的だったのは、幾つかのグループが、
さまざまなストレス条件下や特定の変異体に
おけるsmall RNAや非コード領域由来RNA
の網羅的解析を、最新機器を駆使して超効
率的に進めており、今や古典的方法となった
“ウェットな” 方法に圧倒的な差をつけてい
ることだった。このような高速解析は、更な
る技術革新と低コスト化が追及されており、
すでに30種以上の植物におけるsmall RNA
解析が進められているなど、モデル系だけで
なく、個々の実験条件・対
象に対応した超高速解析が
実現しつつある。
　その一方で、DNAメチル
化欠損系統におけるメチル
化回復機構や、ナチュラル
バリエーションを利用した
セントロメア領域のDNA
メチル化制御因子の同定な
ど、手法的に目新しいもの
ではないものの、極めて質
の高い研究も見られた。

　さらには、パラミューテーションや生長層
転換・開花制御といった、長い間研究が続け
られてきた重要なテーマに対する分子レベル
の機構解明など、植物エピジェネティクスが
生物学の重要問題解明に大きく貢献している
ことが強く感じられた。
　強い印象を受けたもう一つの点は、この分
野への中国系研究者の進出のめざましさだっ
た。上述のように、今回のシンポジウムの
オーガナイザー3人がすべて中国系だった
ことを始め、海外で成功してポジションを得
た何人もの中国系研究者が、優れた成果を流
暢な英語で発表する姿には、引け目を感じて
しまった。ちなみに41人の口頭発表者のう
ち、中国系は7人で日本人はゼロ。
　一方で、ポスター発表では、UCリバーサ
イド校への留学生も含めて、1割以上が日本
人であり、今後日本人がこの分野で世界的な
成果を上げることを期待したい。
　カリフォルニアの砂漠の中にあるリバーサ
イド市は、ロサンゼルスから車で約1時間。
シンポジウム会場があるダウンタウンの周辺
は、骨董品ショップや博物館などが並ぶ静か
な一角で、懇親会場のホテルは、約百年の歴
史を持つ石造りの建物だった。アメリカに馴
染みの薄い私にとって、静かで清潔な街並み
とシンポジウムの強烈な印象の対比が、長く
記憶に残りそうである。
[遺伝子組換え技術研究ユニット：土生 芳樹]
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■ブタ発現遺伝子の解析
　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、再生医療における研
究や、実験モデル動物としての利用につい
ても大きな期待を寄せられています。とこ
ろが、これまで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ませんでした。
そこで、私たちは 15種類のブタ臓器を用
いて完全長 cDNAライブラリーを作製し、
19 万以上の遺伝子の配列の断片の解析を
行いました。さらに、その中から代表的な
1万個の cDNAについて配列全長の解読を
完了しました（図 1）。

■データベースの構築
　さらに、これらの解読を行ったブタ遺

伝子の情報についてデータベースを作製
し、広く一般に公開を行っています (Pig 
Expression Data Explorer (PEDE) = 
http://pede.dna.aff rc.go.jp/、図 2)。この
データベースは、ブタ遺伝子データベースの
中でも、含まれる完全長 cDNA数では世界
最大のものです。今後は、これらの遺伝子
情報が有効に活用され、ブタの品種改良や、
バイオメディカル分野でのブタの利用が促
進されることが期待されます。また、日本
も含めた国際コンソーシアムにおいて、現
在解読が進められているブタゲノム塩基配
列上に存在する遺伝子の位置や種類の特定
に大きな貢献をするものとも言えます。
[ 家畜ゲノム研究ユニット：上西 博英 ]
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　昨年度、各種の賞を受賞された方々のうち、昨年発行のニュース (21～ 24) 号で紹介し
ていない方々の分をご紹介します。高岩 文雄さん (TXテクノロジー・ショーケース・イン・
ツクバ2007 ベストインデクシング賞 )、黄川田 隆洋さん (トランスポータ研究会ベストポ
スター賞 )につきましては24号を、遠藤 真咲さん（8th International Congress of Plant 
Molecular Biology Student Poster Prize）につきましては22号をそれぞれご覧下さい。

賞の名称： 平成 18年度 文部科学大臣表彰（創意工夫功労者賞）
受賞者： 三澤 利彦 （技術支援室（北杜））、小林　始（同左）
受賞対象： 発泡ポリエチレンブロックを用いた代替蛾輪の考案
受賞年月日： 平成 18年 4月 17日

賞の名称： 平成 18年度文部科学大臣表彰（若手科学者賞）
受賞者： 瀬尾茂美 ( 植物科学研究領域 植物・微生物間相互作用研究ユニット）
受賞対象： 植物の病傷害応答における情報伝達機構の研究
受賞年月日： 平成 18年 4月 18日

賞の名称： 日本植物細胞分子生物学会論文賞
受賞者： 小林 俊弘 （RIKENつくば）、新野 孝男 ( ジーンバンク )、小林 正智 (RIKENつくば )
受賞対象： Simple cryopreservation protocol with an encapsulation technique for tobacco BY-2 
suspension cell culture 
受賞年月日： 平成 18年 7月 29日

賞の名称： 財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰 蚕糸功労賞 
受賞者： 塚田 益裕 ( 昆虫科学研究領域 絹タンパク素材開発ユニット )
受賞年月日： 平成 18年 11月 1日 

賞の名称： 財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰 蚕糸功労賞
受賞者： 原 和二郎 ( 昆虫科学研究領域 昆虫・微生物間相互作用研究ユニット )
受賞年月日： 平成 18年 11月 1日

賞の名称： 財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰 蚕糸有効賞
受賞者： 熊井 敏夫 （技術支援室（松本駐在））
受賞年月日： 平成 18年 11月 1日

賞の名称： 財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰 蚕糸有効賞
受賞者： 島田 利夫 （技術支援室 総括作業長）
受賞年月日： 平成 18年 11月 1日

賞の名称： NIAS 研究奨励賞 
受賞者： 安河内 祐二 （昆虫科学研究領域 昆虫ゲノム研究・情報解析ユニット）
受賞対象： カイコの統合的遺伝地図の作成とその利用
受賞年月日： 平成 18年 12月 12日

賞の名称： NIAS 研究奨励賞 
受賞者： 秋野 順治 （昆虫科学研究領域 昆虫－昆虫・植物間相互作用研究ユニット）
受賞対象： アリ類における炭化水素化合物による行動制御に関する研究
受賞年月日： 平成 18年 12月 12日

賞の名称： NIAS 研究奨励賞
受賞者： 大蔵 聡 （動物科学研究領域 脳神経機能研究ユニット）
受賞対象： 反芻家畜の繁殖機能の中枢制御機構に関する研究
受賞年月日： 平成 18年 12月 12日

賞の名称： NIAS 創意工夫賞
受賞者： 服部 幸子 （情報管理室）
受賞対象： ジーンバンク植物配布作業プログラムの改良、開発に関する創意工夫
受賞年月日： 平成 18年 12月 12日
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