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第 3 章 詳細調査 
 
以下の６件の研究課題について、詳細調査結果を記す。 
 
No. 課題名 研究代表者 終了時の所属 
1 カイコの遺伝子機能解析システムの構築 田村 俊樹 独立行政法人農業生物資源研究所

2 植物ホルモン情報伝達の分子機構解明による
植物機能改変＝形態形成の人為的コントロー
ルを目指して＝ 

小松 節子 独立行政法人農業生物資源研究所

3 生体関連触媒を用いる植物資源からの高分子
新素材の創出 

宇山 浩 大阪大学大学院工学研究科 

4 ダイオキシン類の微生物分解系を用いた環境
修復のための基盤研究 

大森 俊雄 芝浦工業大学大学院工学系研究科

5 ニワトリモノクローナル抗体の新しい作成技
術・実用化技術の開発に関する研究 

松田 治男 広島大学大学院生物圏科学研究科

6 葉緑体の増殖制御技術の開発と応用に関する
先導的研究 

黒岩 常祥 立教大学理学部 
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第１節 カイコの遺伝子機能解析システムの構築 
 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：田村 俊樹、実施期間：平成 12 年度－16 年度 

中課題名 開始

年度

終了

年度
所属（事業当時） 研究者 

①-1 形質転換カイコの作出効率の向上と利用技術

の開発 12 16 独立行政法人 
農業生物資源研究所 田村 俊樹 

①-2 カイコ全発現遺伝子の cDNA チップの作製と

その利用の技術開発 12 16 独立行政法人 
農業生物資源研究所 三田 和英 

12 15 東京大学大学院 
農学生命科学研究科 小林 正彦 

② 形質転換系、既存突然変異および DNA チッ

プを用いたカイコ遺伝子の機能解析 
16 16 東京大学大学院 

農学生命科学研究科 嶋田 透 

ヒアリング協力者：田村俊樹、独立行政法人農業生物資源研究所 
ヒアリング実施日：平成 22 年 11 月 16 日 

 
１．研究の背景と位置付け 
昆虫を利用した新しいバイオテクノロジー産業を創出するためには、形質転換カイコの容易な作出法

の確立と昆虫ゲノムの解析、遺伝子の機能の解明が不可欠である。ショウジョウバエでは既に全ゲノム

の塩基配列が決定され、P 因子を利用した形質転換体の作出方法とそれを利用した遺伝子機能解析手法

が確立されており、蚊やミツバチなどでも同様の研究が進められていた。一方、大型昆虫であるカイコ

は歴史的に日本において多くの研究が行われ、遺伝学をはじめとして生理、生化学的な研究の蓄積があ

るとともに人工飼料による飼育法が確立されている。平成 12 年にはトランスポゾンを利用した新たな

形質転換法を開発し、カイコを産業利用するためにはこれらを応用した遺伝子機能解析手法の開発が急

務であった。本研究事業では、カイコの形質転換体作出効率の向上、遺伝子機能の解析法の開発、カイ

コ遺伝子のデータベース整備、DNA チップの開発などを充実させ、カイコの遺伝子の同定やその遺伝

子機能を解析するための技術基盤を構築することが目的とされた。 
 
２．研究の展開 

研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
開始時から現在まで、学術的な基礎研究を掘り下げる方

向と共に、カイコの遺伝子組換え方法の研究基盤を確立

し、これらの遺伝子産物を大量生産させることにより農

林水産業の現場や生物関連産業の新技術を開発して新

製品を創出するという産業的方向も目指した。また、デ

ータベースについては「KAIKObase」として精度の高

いカイコゲノムの塩基配列が公開されている。今後も得

られた新技術をもとに、世界を視野に入れてさらに独自

の基礎研究を進展させていく。 

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本古来から発達している
カイコの産業利用の拡大

遺伝子組換えカイコにおけるタンパク質発現の基盤技術の確立

効率的な形質転換カイコ作出法の確立

遺伝子機能解析法の構築 とデータベース公開 カイコでのタンパク質大量発現と産業利用

目的タンパク質を部位特異的に高効率に発
現させるシステムを開発した。大規模遺伝
子配列解析および多種の遺伝子機能解析
に活用された。日中共同研究によりカイコ
ゲノムデータベースが作成され公開された。

蛍光タンパク質を発現した絹糸を開発し、衣
服や生活用品を作製した。その他、組換えタ
ンパク質の受託生産、医療材料の開発、検
査用試薬の開発が進んでいる。

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

カイコのゲノムデータベースの整備 既存産業、新産業への応用

トランスポゾンを利用した
ベクター系の開発により
容易に組換えカイコを作
出することを可能にした。

蛍光
蛍光

自然光

GAL4/UASシステム
中部絹糸腺での発現

ESTデータベースとDNAチップの作製

繭での発現

カイコのcDNAライ
ブラリーを充実さ
せ、ESTデータ
ベースを公開した。

幼虫での発現

 

卵へのDNA注射
装置の開発

ベクターの作出

導入遺伝子の
発現制御

各種cDNAライブ
ラリー

大量シークエンス

ESTデータベース

DNAチップ

プロモーターGAL4遺伝子 UAS 目的遺伝子XプロモーターGAL4遺伝子 UAS 目的遺伝子X

KAIKObase NIAS DNA BANK

ランプ
シェード

夢

バイテク技術
による養蚕業

の復活

衣類

ウェディングドレス

雛人形
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基礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもと

にして俯瞰的に図に記した。 
 

 
 
 
 

 
 

基礎研究推進事業期間中（1999－2003） 

基礎研究推進事業終了後（2004－現在）

特許第 4431739 号 カイコ卵へのポリヌクレオチドの効率的導入方法 

特許第 4431739 カイコのキヌレニン酸化酵素遺伝子をコードする DNA の利用 

DNA チップによる遺伝子解析 

カ
イ
コ
遺
伝
子
機
能
の
解
析 

突然変異遺伝子の研究 トランスジェニックカイコの作出法の開発 

有用な遺伝子産物の大量生産（絹糸や医療関連物質など） 

カイコ形質転換体の利用 

EST データベース（2003 年開始） 
本事業でカイコ全遺伝
子 cDNAの 3’末端の塩
基配列決定 

特願 2006-83636 細胞接着性絹糸及びその製法 

特願2007-94771 化学物質の結合効率が向上した絹糸

他 2 件

カイコによる組換えタンパク質の大量生産
（片倉工業） 

カイコによる医薬関連物質の大量生産の開発（東レ） 

カイコによる組換えタンパク質の大量生産法の開発
（日東紡績） 

特願 2008-110297 β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ

特願 2008-194338 α-1,3-フコシルトランスファラーゼ

特許第 4353754  

昆虫への遺伝子ベクターおよび遺伝子産物製造法 

特願 2003-45918  

サイトカイン遺伝子組換えカイコおよびそのタンパク質の製造方法 

WO07/46439 抗体を生産するトランスジェニックカイコとそのインター

フェロンなどの製造方法 

カイコによる組換え絹糸の大量生産法の開発
（東レ） 

*色素を入れた絹糸で作製した製品 

カ
イ
コ
遺
伝
子
機
能
の
解
析 

EST データベース（2003 年開始） 

日本と中国でカイコホールゲノム
ショットガンシークエンス 

本事業でカイコ全遺伝
子 cDNA の 80%を解析 

Silk Base および KAIKObase として公開 

突然変異遺伝子の研究 トランスジェニックカイコの開発 

カイコ形質転換体の利用法の研究 

有用な遺伝子産物の大量生産（絹糸*や医薬品など：試作品完成） 

DNA チップによる遺伝子解析 

：中課題、  研究成果、  特許出願、  実用化、  効果 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的 
カイコ（蚕）は我国において重要な産業昆虫として歴史的に長く研究が行われ、卓越した知見が蓄積さ

れてきた。農林水産省は、委託研究プロジェクト「21 世紀最大の未利用資源活用のための昆虫・テクノ

ロジー研究」の柱の１つとして、カイコを対象にした「昆虫（カイコ）を用いたバイオテクノロジー産

業の創出」を掲げた。これを推進するために、カイコの様々な遺伝子機能を解析するシステムを構築す

ることが必要不可欠となった。本課題は、その基盤を構築するため、形質転換体の効率的な作出法の確

立と導入遺伝子の発現制御法の開発、発現遺伝子のデータベース化と DNA チップの作出を行うととも

に、これらを基に開発された系を利用して昆虫特異的な遺伝子機能を解析し、そのシステムの有効性を

実証することを目的とした。得られた成果は昆虫の新産業等の創出をめざした応用研究の加速化に資す

るものである。 
 
（２）研究内容 
１）形質転換カイコの効率的作出方法の確立 
カイコの形質転換体の効率的な作出法を開発するため、卵への DNA の注射方法や新しいベクターの

開発を行うとともに導入遺伝子の発現制御、遺伝子機能解析に必要な系を整備した。ベクターとして既

存のトランスポゾン piggyBac を利用し、効率的に形質転換カイコを作出する方法を研究した。この作

出方法を用いて、EST データベースを利用したカイコの遺伝子機能の解析が行われた。特に、カイコの

hsp90 と hsp70 のプロモーター遺伝子の解析を行った。また、絹糸とともに繭中に目的タンパク質を分

泌させるため、絹糸腺での発現プロモーターとして、フィブロイン L 鎖プロモーターを解析した。 
 

２）EST（Expressed Sequence Tag、発現断片配列）解析およびそのデータベースの作成 
カイコの各種の繊維から作出された cDNA ライブラリーから、ランダムに 1000～3000 クローンを選

び、3’端および 5’端のシークエンスを行うことにより、EST データベースを作成した。本プロジェクト

では、8 万個以上の cDNA の塩基配列が読まれ、全遺伝子の 80%以上をカバーするデータベースが構築

された。また、得られたデータベースを基に全遺伝子の 80％以上をカバーする DNA チップが作成され

た。 
 

３）形質転換系、既存突然変異および DNA チップを用いた家蚕遺伝子の機能解析 
既存の突然変異や EST データベースを用いて昆虫特異的な現象を支配する遺伝子を同定し、トラン

スジェニック系統や DNA チップを用いて、その遺伝子の機能を解析した。これらの結果から、カイコ

特有の生物現象である、脱皮・変態、胚休眠、性決定や、ウイルス感染に伴う遺伝子カスケード等を支

配する遺伝子の単離、機能解析などが効率的に実施できることを明らかにした。 
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（３）主な研究成果 
１）形質転換カイコの効率的作出方法の確立 

本プロジェクトにより、形質転換カイコの作出効率が従来の数十倍になり、効率が飛躍的に改

善され、遺伝子組換えカイコを作るための標準的な技術として認知され多くの研究者に使われる

ようになった。一方で、突然変異遺伝子の機能を解析し、キヌレニン酸化酵素遺伝子ベクター等、

既存特許に抵触しない新しいベクターを開発した。また、トランスポゾン minos がベクターとす

る形質転換カイコ作出技術を確立した。従来のトランスポゾン piggyBac と minos を用いて、エ

ンハンサートラップ系に用いる形質転換カイコ系統を作出した。この形質転換カイコのゲノム中

に挿入された遺伝子を人為的に転移させ、得られる変異から遺伝子機能を解析する系を作出した。 
 

２）EST 解析およびそのデータベースの作成 
50種以上の cDNAライブラリーから約 8万のESTを決定しデータベースを構築した。このEST

データベースには重複していない独立 EST が約 17,500 種含まれていた。カイコの全遺伝子数は

約 2 万個と推定されていることから、全発現遺伝子の 80％以上をカバーする EST データベース

が構築されたことになる。これを利用して 17,500 個の独立 EST に対応する DNA チップをオリゴ

アレイ法によって作成し、内外に提供できる体制を整えた。 
全ゲノム DNA 解読中、完全長 cDNA データベース作成は、本研究の範囲から考えて困難であ

るため、この研究については別のプロジェクトであるカイコ・ゲノムプロジェクトによって行わ

れた。このようにして構築された Silkbase および KAIKObase はカイコのデータベースとして一

般に公開され、多くの研究者によって利用されている。 
 
３）形質転換系、既存突然変異および DNA チップを用いた家蚕遺伝子の機能解析 

休眠や性決定、ウイルス感染などの昆虫特異的な現象を、開発されたシステムを利用して解析

することによって、本システムの有効性が実証された。同時に、これらの現象を支配する関連遺

伝子の同定と機能解析を行った。カイコ全遺伝子の 80%を網羅する非常に高感度の DNA チップ

や EST データベースを利用して、候補遺伝子が単離された。次いで、これらの遺伝子をカイコ個

体に導入して、発現させることにより多くの遺伝子の機能が解析された。このことによって、本

プロジェクトで開発した手法が昆虫遺伝子の機能を解析するために、有効な方法であることが実

証された。 
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４．事業終了後の状況 
 
（１）研究発展状況 
本事業ではカイコを利用した新しいバイオテクノロジー産業を創出することが目的とされた。従来、

ショウジョウバエ以外の昆虫では形質転換体の作出が困難とされていたが、本事業において、新しいト

ランスポゾンをベクターとすることにより、カイコの形質転換体の作成方法とそれを利用した遺伝子機

能の解析方法が確立された。同時に、カイコ cDNA を用いて全遺伝子の 80%を占める EST データベー

スが作成され、高感度の DNA チップを作る方法が開発された。この EST データベースは、事業期間終

了後もカイコゲノム研究プログラム（SGP∗（Silkworm Genome Research Program、農業生物資源研

究所）により拡充され、東京大学と共同で作成している Silkbase*が更新された。また、ホールゲノム

ショットガン（WGS）方式による全ゲノム解析も進められ、2006 年以降には中国と共同で両国の WGS
データが統合されて全ゲノム配列解析がほぼ完結に至っている。このゲノム情報は、KAIKObase*にま

とめられ、農林水産省が管理する NIAS DATA BANK*にも公開されて、世界中で利用されている。現

在は、さらにポストゲノム研究としてアノテーション解析が進められている。 
本研究成果である形質転換体の作成方法および組換えタンパク質の大量生産方法は特許出願され、さ

らに期間終了後には、カイコを利用したバイオテクノロジー産業創出の一環として、アグリバイオ実用

化・産業化研究プロジェクトにおける産学官連携により、蛍光色素をもつ利便性に富む高機能絹糸が開

発された。この成果は、2008 年の農林水産研究成果 10 大トピックスの第 1 位に選定されている。この

他にも、生理活性物質や医薬品の大量生産等の研究が始まっており、製薬企業やベンチャー企業でも実

用化研究が行われている。これは、遺伝子産物の利用という従来のカイコ遺伝子の利用に加え、本事業

でカイコ遺伝子の解析からカイコ遺伝子の導入・発現法の構築が開発され、外来遺伝子を導入したトラ

ンスジェニックカイコの開発・利用などの、実用化を視野に入れた研究が可能になったことによるもの

である。 
このように、カイコのバイオテクノロジー産業への参入は他の生物種に比べて遅れを取りながらも、

本事業により開始され、遺伝子工学の様々な手法が導入されて進められてきた。今後、カイコ産業が日

本の古くから伝わる技術の一つとして、学術面でも産業面でも再び大きく利用されることが期待されて

いる。 
 

 

                                                  
∗ SGP：http://sgp.dna.affrc.go.jp/jp/index.html 
Silkbase：http://silkbase.ab.a.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/index.cgi 
KAIKObase：http://sgp.dna.affrc.go.jp/KAIKO/jp/index.html 
NIAS DATA BANK：http://www.dna.affrc.go.jp/ 
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（２）新たな研究成果 
１）カイコゲノムの全遺伝子解析 
・事業期間中に得られた EST 情報をもとに、カイコホールゲノムショットガン法によりフルシーク

エンスを解析し、これらの情報を KAIKObase で公開した（図１）。 
 
 

２）遺伝子組換えカイコ作出法の改良 
・カイコの遺伝子組換え効率を向上させるため、事業期間中に開発したトランスポゾン piggyBac に続

き、新たにトランスポゾン minos を用いた新たなベクター系を構築した。トランスポゾン minos は、

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たが、鱗翅目昆

虫でもベクターとして利用できることを世界で初めた示した。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可能となり、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。 
 
・遺伝子機能解析を目的として、トランスポゾンをゲノム中にランダムに転移挿入させる方法と、導入

遺伝子の発現調節に有用な GAL4/UAS 系とを組み合わせた、エンハンサートラップ系を開発した。こ

の手法によりカイコ遺伝子の機能解析を行った。その結果、piggyBac-based GAL4 エンハンサー・ト

ラップ系はカイコ遺伝子解析に有益であることが示された。 
 
・GAL4 によって活性化される UAS の下流に GFP をつないだ UAS-GFP をレポーターとして発現部位

を観察した。この GFP レポーター発現部位情報および画像と、ゲノム挿入位置情報などを、新規突然

変異体データベース（Bombyx Trap DataBase）に公開した。さらに、このデータベースとゲノムデー

タベースの統合が進められ（KAIKObase）、トランスポゾンベクターの挿入位置が染色体地図にマップ

された。 
 
・カイコ幼虫内で組換えタンパク質を生産することを目的として、核多核体病ウイルス発現系で、カイ

コHsp70およびTGS-HOP7タンパク質が、外来遺伝子産物の生産に効果的であることを明らかにした。 
 
３）絹糸の繊維としての利用に関する研究 
・農業生物資源研究所を中心に、東レ、東京農工大、群馬県蚕糸技術センター、群馬県繊維工業試験場、

理研、Amalgaam 社が共同研究を行い、トランスジェニックカイコの作出技術と品種改良により、緑、

赤、オレンジ色等の蛍光を持つ絹糸を育成した。また、2 万頭の大量飼育を行い、遺伝子組換え生糸の

大量生産を実現した。導入した遺伝子の発現物の性質を残したまま繭から生糸を繰糸する方法を開発し、

ワンピース、ジャケット等の衣類やインテリア用品の試作に成功した（図２）。 
 
・遺伝子組換え技術により、従来のカイコ繊維と比べて極細で、強力な伸張力を持つ繊維の生産が可能

になった。絹の主要成分はフィブロインとセリシンタンパク質であり、それらは主に４種類のアミノ酸

Gly、Ala、Ser、Tyr から成っている。セリシンは絹糸の可溶性成分であり、3 つのカイコ遺伝子（Ser 
1、Ser 2、Ser 3）に支配されている。遺伝子 Ser 2 からの 2 つの粘着タンパク質はカイコ内腔腺から分
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泌されていた。また、絹糸の高伸張に関わるタンパク質はリジンとプロリンのアミノ酸を多く含有して

いることが明らかとなった。 
 
・遺伝子組換えカイコの利用により、細胞接着性を高めた絹糸を生産する系統を開発した。血管の回り

にフィブロイン繊維を巻き、絹水溶液で接着することにより、絹 100％の人工血管を作製した。この血

管はコラーゲンやポリ乳酸など従来の再生医療材料より強度が高く、生体適合性が高かった。小細片を

ラットの下腹部大動脈に移植した結果、移植後早期に、内皮細胞と滑面筋細胞が浸潤し、１年後でも 85％
のラットで問題がなかった。絹糸繊維を用いた種々の大きさの人工血管を作成し、外科的に応用できる

可能性を示した。 
 
４）外来遺伝子を導入したトランスジェニックカイコによる医薬品などの大量生産 
・遺伝子組換えカイコを用いたタンパク質生産をより効率的にするため、フィブロイン H 鎖遺伝子の N
末と C 末の配列の間に目的とするタンパク質をコードする塩基配列を挿入する発現ベクターを作成し

た。このベクターを用いてネコインターフェロンの生産を試みた結果、大量のタンパク質生産が可能で、

プロテアーゼ切断部位を利用することにより、活性の高いネコインターフェロンを調製できることが示

された。 
 
・カイコによる組換えタンパク質生産を目的として、3 つのセリシン遺伝子(Ser 1、Ser 2、Ser 3)にお

けるプロモーター活性を調べた。トランスジェニックカイコは Ser 2 に対するマーカー遺伝子 EGFP を

効率よく発現した。この結果から、この遺伝子領域に、医薬品や生物製剤に関わる外来遺伝子を結合す

ることにより、その遺伝子産物の大量生産が可能になることが示唆された。 
 
５）農薬開発への可能性 
・遺伝子組換えカイコの作出技術を用いて、昆虫幼若ホルモンを分解する幼若ホルモンエステラーゼを

過剰に発現させ、カイコ幼虫の体内のホルモン量を極端に低下させ、早熟変態を誘導することに成功し

た。カイコは通常、４回脱皮して５齢幼虫から蛹になるが、幼若ホルモンエステラーゼを過剰に発現す

る系統では２回しか脱皮せず、３齢幼虫から蛹になった。この成果は、幼若ホルモンを分解する酵素の

脱皮変態制御機能や幼若ホルモンの作用機構の解明、さらに昆虫ホルモンの作用点を標的とする新規昆

虫制御剤に応用することが期待される。これは、昆虫に特異的でかつ種間選択性を持ち、環境に対する

影響が小さい農薬開発の効率化を加速するものである。 
 
６）カイコ遺伝子の機能解析に関する研究 
・カイコ幼虫細胞の尿酸顆粒は白色色素としての役割を果たしている。この尿酸顆粒が欠損する突然変

異系統(w-3)の原因遺伝子を明らかにし、この遺伝子の発現を抑制することにより、突然変異と同じ表現

型が生ずることを明らかにした。このことから、原因遺伝子である Bmwh3 がカイコ色素前駆体、尿素

の色素顆粒や尿酸塩顆粒における輸送に関わっていることが明らかにされた。 
 
・カイコの上皮色素を支配する遺伝子は BmBLO2 であり、幼虫上皮の尿酸顆粒形成に関与している。

zinc finger nuclease mRNA 法により、この遺伝子を標的として遺伝子破壊を行うことに成功した。さ
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らに、この場合の DNA 鎖二重切断の修復機構は microhomologies が関与していることを示した。 
 
・カイコの突然変異のいくつかは餌に含有されるカルチノド類の吸収性の違いにより、繭の色が通常の

カイコと異なっている。黄色繭では、黄色素のカルチノイドである lutein を結合するタンパク質 CBP
（carotenoid-binding protein）が発現し、機能している。正常のカイコで CBP を発現させることによ

って、黄色繭になることが実証され、通常のカイコではこの遺伝子に異常が生じているため、色素が無

い白色繭となることが示された。この結果から、lutein の輸送は幼虫カイコの細胞質にあるカルチノイ

ド・トランスポターの CBP、cameo2（黄色繭の遺伝子）、細胞膜受容体が関わっていることを突き止め

た。 
 
・カイコの突然変異 sch(sex-linked chocolate)の原因となる候補遺伝子をポジショナルクローニングに

よって行った。その結果、候補の一つにチロシン水酸化酵素遺伝子(Bmth)が見出された。Bmth の活性

阻害物質の飼料への添加や RNAi による Bmth 遺伝子の発現抑制は幼虫上皮の色素形成を抑制し、正常

のカイコの形態を変異型に変化させた。以上の結果から、この Bmth 遺伝子は sch 変異に応答して、幼

虫初期の色素産生を行うメラニン生合成に重要な役割を果たしていることを明らかにした。 
 
・ヒト sepiapterin reductase（SPR）欠損症のヒト遺伝子は PARK3 に座位しているが、Parkinson 病

発症と密接に関連してことが知られている。カイコの突然変異 lemon lethal はこのままでは致死するが、

SPR の代謝物である BH4(tetrahydrobiopterin)を与えると生存する。この現象はヒト SPR 欠損症に類

似していた。生存については、BH4 がモノアミン量をニューロン・トランスミッターで制御するため必

須の物質であることを示している。 
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（出典：「世界初、遺伝子組換えカイコによる高機能繊維の開発- 緑色、赤色、オレンジ色等の蛍光色を

持つ絹糸などの開発に成功」、http://www.nias.affrc.go.jp/press/20081024/index.html、 
「異業種連携による遺伝子組換え高機能絹糸の製品化」

http://www.nias.affrc.go.jp/seika/nias/h21/nias02110.htm） 

図１ カイコデータベースの公開 
 （http://sgp.dna.affrc.go.jp/jp/index.html、http://www.dna.affrc.go.jp/jp/） 

 

図２ 緑色および赤色の蛍光タンパク質を 
発現する糸 

ウェディングドレス 

雛人形

自然光 蛍光 
自然光 蛍光 

図３ 緑色および赤色の蛍光絹糸を利用した製品の試作品

蛍光 

自然光 

自然光 
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（３）波及効果 
１）科学技術的波及効果 
本事業によりカイコ遺伝子の機能解析システムが整備された。このことによって、カイコ遺伝子のデ

ータベースと組換え遺伝子を用いた実験系をカイコでも利用できるようになり、多くの優れた研究が行

われている。とくに、昆虫の性決定機構や発生、変態、突然変異遺伝子の機能解明などの分野に多くの

進展が見られている。また、応用研究においても著しい進歩があり、カイコによる有用タンパク質の生

産や遺伝的に改変した絹糸などの作成に利用されている。また、EST データベースについては公開され、

その後、日本と中国との共同研究によるカイコのホールゲノム解析とも共同して、Silkbase や

KAIKObase 等のデータベースが公開された。このように、本研究成果がカイコ遺伝子解析全般におけ

る基礎的基盤を構築した意義は大きい。今後は、カイコ全遺伝子の解明とアノテーションの付与が重要

であり、時間と研究費用の問題はあるが、これを克服し、カイコを用いた新しいバイオテクノロジー技

術がさらに進展することが期待される。 
 
２）産業技術的波及効果 
本事業により、外来遺伝子をカイコに導入して、医薬品原料などの新しい有用物質を効率的に生産す

ることが可能になった。「昆虫工場」等の応用研究プロジェクトにカイコ形質転換体を利用し、世界で

最も細い絹糸や細胞接着性を高めたものの作製に成功した。また、医療素材として移植用の人工血管と

縫合糸、さらに角膜培養フィルムが試作された。 
組換えカイコでの外来遺伝子産物の大量生産技術の成果は特許化され、数社にライセンスされて実用

化開発が進められている。群馬県の蚕糸技術センターでは、前記の蛍光色絹糸の開発が進められている。

群馬県に本社を持つ（株）免疫生物研究所は、本技術を基盤としてタンパク質受託生産、機能性タンパ

ク質開発、蛋白質医薬品開発を手がけてきたネオシルク（株）を平成 22 年に吸収合併し、有用タンパ

ク質生産技術の開発を進めている。これまでに、ヒト血清アルブミン、ヒトコラーゲン、モノクローナ

ル抗体の発現に成功しており、平成 22 年 11 月から 12 月に抗体生産を前橋遺伝子組換えカイコ飼育組

合に委託して本格的な大量生産研究に着手している。日東紡績では、遺伝子組み換えカイコから得たタ

ンパク質が、ヒトの破骨細胞と同じ性質を示すことを確認し、骨粗しょう症の検査薬を申請段階に進め

ている。また、ユニーテック（株）では、遺伝子組換えカイコを利用したタンパク質発現受託事業を進

めている。東レ（株）および（独）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所では本技術を利

用した動物治療薬の開発を手がけている。 
また一方では、本研究成果による DNA チップを用いた遺伝子の網羅的解析や、農薬の標的遺伝子の

同定により、ゲノム情報を利用した環境調和型の殺虫剤の開発にも寄与している。この開発により殺虫

剤の低価格化、開発期間の短縮、新リード化合物の発見、種特異性の向上が期待される。 
これらの実用化研究では、カイコで生産された組換えタンパク質の安全性、カイコ大量飼育の現実化、

カイコ遺伝子産物の精製などに関する課題について開発が展開されている。 
 
３）社会的波及効果 
わが国におけるカイコの遺伝学的研究には、長期間にわたって国際的に高い評価が与えられてきた。

蚕糸業の衰退から、カイコの利用価値は少ないものとされてきたが、本研究事業の成果から蛍光カラー

絹糸製品や、医療材料や検査薬の開発など医療領域への波及が見込まれる。 
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４）人材育成的波及効果 
本研究の参画研究者のうち、日本人研究者１名が国立大学教授に、日本人ポスドク 3 名が大学や研究

所へ、海外からの研究者１名が海外の研究所にポジションを得ており、それぞれの研究実績が高く評価

されている。 
 

（４）成果・効果の分析 （対象：研究代表者） 
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本研究事業の期間終了後も、多くの新知見の発見があり、科学論文として多数公開されている。学

術的にもインパクト、アウトカム共に大きな成果を得ており、応用研究領域においても継続的に競争

的資金を獲得して実用化に展開している。インパクトの具体例として、基礎研究面では EST データベ

ース構築がカイコ全遺伝子の 90%以上の解読とカイコ遺伝子機能の解析に繋がり、カイコ特有の優位

な遺伝子の発見が期待されている。また、産業化の具体例として、世界初の遺伝子組換えカイコによ

る高機能繊維の開発では企業との共同開発が行われ、その外にも人工血管、手術用縫合糸、検査薬な

ど、農林水産業以外の生物産業や繊維産業へも実用化が着実に進展している。今後も新たな分野が産

業界で構築されることが期待されている。事業開始時における基礎的研究の成果から事業終了後の応

用研究の成果まで、バランスよく連続していると考えられる。 

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金
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（５）追跡チャート（対象：研究代表者） 
アンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過に添った基

礎研究成果および産業化成果のグラフを作成した。また、それぞれの成果の転換に影響した促進要因の

具体例を示した。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎研究面では、事業開始時のトランスポゾンの解析により、当初よりカイコの遺伝子産物を産業化

する試みがなされていた。トランスポゾン piggyBac などの利用から、これをベクターとして、外来遺

伝子の導入を図る計画が着実に実行されたことが基礎研究および産業化への促進要因となった。このト

ランスポゾンの利用から始まり、続いて 2 年目のトランスジェニックカイコ、3 年目にはカイコ全遺伝

子の 60％以上を占める EST データベースの作出などを契機に、cDNA チップによる遺伝子機能の解析

が進み、KAIKObase の公開などに進展して、読売・農学会賞の受賞に繋がった。 
産業化面では、繭生産量と技術の高い群馬県や、東レ株式会社、片倉工業株式会社、テルモ株式会社

等の企業との共同研究により、本来のカイコがもつ遺伝子の改良からの利便性の高い絹糸の開発、なら

びに外来遺伝子を導入したトランスジェニックカイコよる蛍光色絹繊維、サイトカイン、β-N-アセチ

ルへキソサミダーゼ、α-1,3-フコシルトランスフェラーゼなどの生産に成功しており、生産技術の初期

段階を構築して本事業の目標を達成している。 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

読売・農学会賞
受賞

試作品の完成
企業での遺伝子組換え絹
糸・織物の試作品完成

カイコ遺伝子操作に
よる絹糸や医薬品の
大量生産技術の利用

農林水産省による
産業昆虫の産業利
用の推進

試作
作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞・
学会設立

基盤技術
公開

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

産業化

特許出願
登録

KAIKObaseの公開

新製品

普及

新分野創出産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間

基盤技術
普及

新知見
公表*

*著名雑誌（Nature、Science、Cell)への公表

東レ、日東紡などとの
実用化共同開発

既存の遺伝子操作技
術の応用

トランスポゾン
ベクターの
発見

中間評価

カイコESTデータ
ベースの作製

事後評価
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５．有識者コメント 
 
この研究は、カイコの形質転換体作出技術の確立と遺伝子導入による異種タンパク質の大量生産、お

よびカイコ遺伝子データベース整備とDNA チップ開発を基盤としたカイコ特異遺伝子の機能解析を目

的として実施された。その結果、新しいベクターを用いた、より効率的な形質転換体の作出法の開発に

成功した。また、EST データベース・DNA チップを作製し遺伝子解析の手段を構築した。 
この研究の実施期間中には、具体的な成果として有用な物質の生産や産業への直接的で顕著な寄与が

あったとは言えないが、むしろその後の発展の基盤となる研究や生産の手段の開発が大きな成果として

出されたと言えよう。従って、この事業の終了以後、この研究の成果を同じ研究者自身や他の研究者あ

るいは企業が利用することによって更に多くの成果を上げることに繋がっている。たとえばカイコ全ゲ

ノムデータベース「KAIKObase」の完成やいくつかのカイコ遺伝子機能の解析などの基礎的な成果は

この研究の発展した形であるし、応用的にも人工血管、手術用縫合糸、検査薬など具体的に有用物質の

生産が行われ、企業レベルでの開発も進められつつあるということから、生物系特定産業への貢献は明

らかである、と評価された。 
また、論文発表とその引用や特許出願など、事業期間中よりその後の方が量的質的に高いものがあり、

今後も新たな取り組みと成果が期待できる段階にあると思われる。その意味でもこの事業が成功であっ

たという評価ができ、この成果がさらに実績を積んで国際的な貢献につながることを期待したいとの意

見が出された。 
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６．成果論文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
１）研究者ランキング 

順位 件数 著者（最新論文に記載された所属） 
1 84 LU, CHENG 
2 80 XIANG, ZHONGHUAI 
3 77 XIA, QINGYOU 
4 70 MITA, KAZUEI 
5 65 ZHOU, ZEYANG 
6 57 SHIMADA, TORU 
7 53 SHEN, WEIDE 
8 49 TAMURA, TOSHIKI 
9 47 LIN, YING 
10 47 LIU, CHUN 

注１：太字、研究班 

注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 

 
 
 
 
 
 
 
 
２）主要成果論文数 

・基礎研究推進事業期間中の主要論文数 
年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 

海外誌 0 1 2 2 0 ５ 
国内誌 0 0 1 1 2 ４ 

（出典：終了時の研究成果報告書） 

 

・基礎研究推進事業終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 6 7 11 9 10 11 ５４ 
国内誌 4 6 5 6 3 0 ２４ 

 
３）被引用上位 10 論文の被引用数 
 

事業前（～1999） 事業中（2000～-2004） 事業後（2005～） 
426 280 148 

 

内容 検索式 件数 検索式（CA） 
カイコ L1 46,264 S BOMBYX(W)MORI OR SILKWORM 

OR SILK 
配列、ベクタ
ー、遺伝子組
換え 

L2 1,349,247
S SEQUENCES OR PROMOTER OR 
VECTOR OR TRANSGENIC OR 
TRANSFORMATION 

 L3 4,011 S L1 AND L2 
2000 年以降 L4 2,659 S L3 AND PY>=2000 
特許を除く L5 2,002 S L4 NOT P/DT 



 55

４）被引用数上位 10 論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業の期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を

緑で示した。 
 

順位 論文
No. 年 標題 著者 出典 引用

数

1 25 2003 
Transgenic silkworms produce 
recombinant human type III procollagen 
in cocoons 

Tomital M., 
et al. 

Nature Biotechnology, 
21, 52－56 95 

2 23 2003 
Targeted Gene Expression Using the 
GAL4/UAS System in the Silkworm 
Bombyx mori 

Imamura 
M., et al. 

Genetics, 165, 1329－
1340 (2003) 44 

3 20 2002 

Induction of the white egg 3 mutant 
phenotype by injection of the 
double-stranded RNA of the silkworm 
white gene 

Quan G.X., 
et al. 

Insect Molecular Biology, 
11, 217－222 34 

4 24 2003 Analysis of the biological functions of a 
doublesex homologue in Bombyx mori 

Suzuki 
M.G., et al.

Development Genes and 
Evolution, 213, 345－354 24 

4 46 2005 
Precocious metamorphosis in transgenic 
silkworms overexpressing juvenile hormone 
esterase 

Tan A., 
Tanaka H., 
Tamura T., 
Shiotsuki T.

Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America, 
102, 11751－11756 

24 

6 2 2000 
Extrachromosomal transposition of the 
transposable element Minos occurs in 
embryos of the silkworm Bombyx mori 

Shimizu 
K., et al. 

Insect Molecular Biology, 
9, 277－281 22 

7 35 2004 

Assembly of the silk fibroin elementary 
unit in endoplasmic reticulum and a role 
of L-chain for protection of alpha 
1,2-mannose residues in N-linked 
oligosaccharide chains of 
fibrohexamerin/P25 

Inoue S., et 
al. 

European Journal of 
Biochemistry, 271, 356－
366 

20 

8 49 2005 

A fibroin secretion-deficient silkworm 
mutant, Nd-sD, provides an efficient 
system for producing recombinant 
proteins 

Inoue S., et 

al. 

Insect Biochemistry and 
Molecular Biology, 35, 51
－59 

19 

9 33 2004 

New and highly efficient method for 
silkworm transgenesis using Autographa 
californica nucleopolyhedrovirus and 
piggyBac transposable elements 

Yamamoto 

M., et al. 

Biotechnology and 
Bioengineering, 88, 849
－853 

18 

9 34 2004 
Use of RNAi technology to confer 
enhanced resistance to BmNPV on 
transgenic silkworms 

Isobe R., et 

al. 
Archives of Virology, 149, 
1931－1940 18 

9 58 2006 Protein composition of silk filaments spun 
under water by caddisfly larvae 

Yonemura 

N., et al. 
Biomacromolecules, 7, 
3370－3378 18 
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５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（５件）の引用数の年次推移を、事業期間中および終了後に分けて示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10 件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 
 
 

引用分野（％）

13.0

18.0

26.0

35.0

生化学、遺伝学、分子生物学 

免疫学、微生物学 

医薬

農学、生物学

工学

多分野

材料科学

化学工学

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

25

23

20

46

24
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７．実用化データ 

 
１）特許出願 

公開番号 
または特許番号 

発明・考案の名称 出願人・ 
権利者名 

筆頭発明者・考

案者 
出願日 

特開平 2-92268 
 

生体細胞組織への微量注射装置 農林水産省蚕糸昆虫農業技

術研究所長 
神田俊男 1988/9/30 

特開平 9-154437 
特許第 2688014 号 

鱗翅目昆虫の人工授精法 農林水産省蚕糸昆虫農業技

術研究所長 
神田俊男 1995/12/6 

特開平 11-89481 
特許第 2987431 号 

蚕のキサンチン脱水素酵素欠失突然

変異  og  油蚕、ogt 油蚕  及び oq
油蚕の妊性と表現型の回復法及びそ

の後代の利用法 

農林水産省蚕糸昆虫農業技

術研究所長 
田村俊樹 1997/9/24 

特開平 10-75790 
特許第 3000136 号 

昆虫細胞への外来遺伝子導入用ベク

ター 
農林水産省蚕糸昆虫農業技

術研究所長 
冨田秀一郎 1996/9/5 

特開 2003-88273 
特許第 4132760 号 

カイコ卵へのポリヌクレオチドの効

率的導入方法 
独立行政法人農業生物資源

研究所、独立行政法人農業

食品産業技術総合研究機構

田村俊樹 2001/9/19 

特開 2004-254681 
特許第 4353754 号 

昆虫への遺伝子導入ベクターおよび

遺伝子産物製造法 
独立行政法人農業生物資源

研究所、東レ株式会社 
田村俊樹 2003/9/2 

特開 2005-143428 
特許第 4431739 号 

カイコのキヌレニン酸化酵素遺伝子

をコードする DNA の利用 
独立行政法人農業生物資源

研究所 
田村俊樹 2003/11/18

特開 2000-94 蚕  Bm  white  遺伝子 農林水産省蚕糸昆虫農業技

術研究所長 
田村俊樹 1998/6/15 

特開 2002-306167 形質転換カイコ作製用ベクター 科学技術振興事業団、財団

法人ひろしま産業振興機

構、テルモ株式会社 

吉里勝利 2000/11/28

特開 2002-315580 ヒト・コラーゲンを産生する形質転

換カイコ 
科学技術振興事業団、財団

法人ひろしま産業振興機

構、テルモ株式会社 

冨田正浩 2001/4/18 

特開 2003-88274 休眠卵を産生するカイコ品種へのポ

リヌクレオチドの導入方法 
独立行政法人農業生物資源

研究所、生物系特定産業技

術研究推進機構、群馬県 

田村俊樹 2001/9/19 

特開 2004-16144 ヒト・コラーゲンを産生する形質転

換カイコ 
科学技術振興事業団、財団

法人ひろしま産業振興機

構、テルモ株式会社 

冨田正浩 2002/6/18 

特開 2004-135528 カイコを利用したタンパク質の製造

方法 
独立行政法人農業生物資源

研究所、生物系特定産業技

術研究推進機構 

田村俊樹 2002/10/16

特開 2005-95063 カイコ絹糸腺細胞から絹糸腺内腔へ

の移行活性を有するタンパク質から

シグナル領域が除去されたタンパク

質の製造方法 

独立行政法人農業生物資源

研究所、群馬県 
田村俊樹 2003/9/25 

特開 2003-325188 サイトカイン遺伝子組換えカイコお

よびそのタンパク質の製造方法 
東レ株式会社、独立行政法

人農業生物資源研究所 
田中貴 2003/2/24 

特開 2005-333913 核多角体病ウイルスに対して抵抗性

を示すトランスジェニックカイコ、

およびその製造方法 

独立行政法人農業生物資源

研究所、群馬県 
田村俊樹 2004/5/28 

特開 2006-42620 毛翅目昆虫由来のフィブロイン H 鎖

遺伝子 
独立行政法人農業生物資源

研究所 
米村真之 2004/7/30 

特開 2007-28966 外来酵素蛋白質の製造法、それに用

いる遺伝子組換えカイコおよびその

製造法 

日東紡績株式会社、独立行

政法人農業生物資源研究所

片山勝博 2005/7/26 

特開 2006-137739 カイコ中部絹糸腺特異的遺伝子発現

系を利用したタンパク質の製造方法

独立行政法人農業生物資源

研究所 
田村俊樹 2005/3/15 
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公開番号 
または特許番号 

発明・考案の名称 出願人・ 
権利者名 

筆頭発明者・考

案者 
出願日 

特開 2007-202554 カイコ 2 型濃核病ウイルス感受性遺

伝子および抵抗性遺伝子、ならびに

その利用 

独立行政法人農業生物資源

研究所 
門野敬子 2006/12/27

特開 2007-222106 カイコにおける組換えタンパク質生

産に用いる発現カセット 
東レ株式会社、独立行政法

人農業生物資源研究所 
発正浩 2006/2/24 

特開 2007-252327 細胞接着性絹糸及びその製造方法 東レ株式会社、独立行政法

人農業生物資源研究所、国

立大学法人東京農工大学 

栗原宏征 2006/3/24 

特開 2007-259775 効率的なトランスジェニックカイコ

の作出方法 
独立行政法人農業生物資源

研究所 
田村俊樹 2006/3/29 

WO07/46439 抗体を産生するトランスジェニック

カイコとその製造方法 
独立行政法人農業生物資源

研究所、日東紡績株式会社、

ユニーテック株式会社 

田村俊樹 2006/10/18

特開 2008-245626 化合物の結合効率が向上した絹糸 東レ株式会社、独立行政法

人農業生物資源研究所、群

馬県 

栗原宏征 2007/3/30 

特開 2009-254324 β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ 片倉工業株式会社、国立大

学法人大阪大学、独立行政

法人農業生物資源研究所 

野村雄 2008/4/21 

特開 2010-29102 α1，3-フコシルトランスフェラーゼ 片倉工業株式会社、国立大

学法人大阪大学、独立行政

法人農業生物資源研究所 

野村雄 2008/7/29 

特開 2010-95833 外来遺伝子発現カイコ繭の製糸方法

及びそれによる製品 
独立行政法人農業生物資源

研究所、東レ株式会社、国

立大学法人東京農工大学 

高林千幸 2008/10/20

WO08/81922 TRACP5b の製造方法 日東紡績株式会社、独立行

政法人農業生物資源研究所

清川巌 2007/12/28

特開 2003-125770 
フェロモン腺特異的アシルCoA結合

タンパク質 
理化学研究所 松本正吾 2001/10/25

特開 2006-42620 
毛翅目昆虫由来のフィブロイン H 鎖

遺伝子 
独立行政法人農業生物資源

研究所 
米村真之 2004/7/30

特開 2006-101874 昆虫の乾燥耐性遺伝子とその利用 
独立行政法人農業生物資源

研究所 
黄川田隆洋 2005/9/8

特開 2007-181432 
エクジステロイドー22-リン酸化酵

素とその遺伝子 
学校法人甲南学園 園部治之 2006/1/10

特開 2007-202554 
カイコ 2 型濃核病ウイルス感受性遺

伝子および抵抗性遺伝子、ならびに

その利用 

独立行政法人農業生物資源

研究所 
門野敬子 2006/12/27

特開 2009-254324 β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ 
片倉工業株式会社 国立大

学法人大阪大学 独立行政

法人農業生物資源研究所 
野村雄 2008/4/21
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２）実用化例 
 
１）組換えタンパク質の受託生産（ユニーテック（株）） 
トランスジェニックカイコ用のベクター設計・構築、トランスジェニックカイコ作出、組換えタンパ

クの抽出・精製までの受託事業が行われている。内容を以下に示す。 
 
２）新規絹繊維の開発 
・遺伝子組換え絹糸の試作品の完成（群馬県） 
・遺伝子組換え絹糸で作製したランプシェードの試作品の完成 
・遺伝子組換え絹糸で作製した衣類の試作品の完成 
 
３）医療材料の開発 
・遺伝子組換え繭糸による人工血管の試作品の完成（東京農工大） 
 
４）検査用試薬の開発 
・骨粗しょう症の検査用試薬の開発が申請段階に進んでいる（日東紡績（株）、ユニーテック（株））。 
 
５）動物治療薬の開発 
・ネコインターフェロンのフィブロイン H 鎖遺伝子を利用した発現の研究（東レ（株）） 
・（動物衛生研究所） 
 
６）抗体生産の可能性 
 

（付記）主な調査参考資料 
1. 田村俊樹、日本における昆虫科学の動向と産業化について－遺伝子組換えカイコの作出方の開発とそ

の産業化を例として－ 
2. 異業種連携による遺伝子組換え高機能絹糸の製品化 

http://www.nias.affrc.go.jp/seika/nias/h21/nias02110.htm 
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第２節 植物ホルモン情報伝達の分子機構解明による植物機能改変 
    ＝形態形成の人為的コントロールをめざして＝ 
 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：小松節子、実施期間：平成 12 年度－16 年度 

中課題名 所属（事業当時）
開始年

度 
終了年

度 研究者 

H12 H16 小松節子 

H12 H14 
橋本純治 
田中喜之 
田中宥司 

① イネの草型を制御する植物ホルモン

情報伝達機構の解明と育種への応用 
独立行政法人農業

生物資源研究所 

H15 H16 古賀保徳 
田部井豊 

H12 H16 北野英己 
H12 H16 松岡信 ② イネ矮化遺伝子の単離と機能解析及

び草型育種への応用 

名古屋大学生物機

能開発利用センタ

ー H12 H14 魚津桜子 
ヒアリング協力者小松節子、農業・食品産業技術総合研究機構 
ヒアリング実施日：平成２２年１１月３０日 

 
１．研究の背景と位置付け 

1940年代から 60年代にかけて世界の人口の急激な増加に伴う食糧の大幅な需要を満たすイネ科作物

の大幅な増産が可能となり、「緑の革命」と呼ばれた。ここで得られた高収量イネ科植物はいずれも半

矮性を導入した短棹品種であり、草型制御は収量増産を考える際の重要な形質となる。イネ科植物の草

型制御には植物ホルモンであるジベレリン、ブラシノステロイドが関与していると考えられているが、

その分子機構の詳細については解明されていない。 
そこで本研究では、近年ゲノム研究進展が著しいイネを研究材料として、ジベレリン、ブラシノステ

ロイド等の植物ホルモンの情報伝達分子機構を解明する。 
更に、解析した植物ホルモン情報伝達系の制御遺伝子をイネに導入することにより人為的に制御し、

新しく健全な次世代型多収性イネを開発することとした。 
 
２．研究の展開 

研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
 

開始時から現在まで一貫して、生物関連研究における

研究基盤の整備に力を傾注すると共に農林水産業に

普及可能な技術を開発し、世界を視野に入れて研究開

発を進展させている。 
 

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 
 
 
 
 
 

プロテオーム、メタボローム
解析技術を用いて、分子育

種による食糧増産

成果から出た効果

環境ストレス応答系と植物ホルモン伝達系の相互作用

ダイズ生育初期の湿害発生の
タンパク質群による制御機構解明

ジベレリン受容体
GID1の立体構造解明

ダイズのプロテオームデータベースを公
開。湿害トランスクリプトームプロテオー
ムおよびメタボロームデータも掲載。

ジベレリン受容体の
構造を明らかにし、
ジベレリンの分子認
識の仕組みが判明。

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

重要形質に関連するタンパク質の探索 イネの生長を自在にコントロール

低温ストレス及びジベレリンに応
答し低温耐性と茎葉伸長に関与し
ているカルシウム情報伝達系を明
らかにし、イネプロテオームデータ
ベースに公開。

C:ベクターコントロール
S:遺伝子過剰発現形質転換イネ
AS:遺伝子発現抑制形質転換イネ

ダイズプロテオーム
データベースの公開

ダイズのメタボローム解析により、ダイズ出芽時の冠
水処理による遺伝子・代謝産物の変化を解明。

出展：日本蛋白質構造
データバンク (PDBj) 

ジベレリン分子

夢 生産現場に役
立つ機能改変
作物の作出
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基礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもと

にして俯瞰的に図に記した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

基礎研究推進事業期間中（2000－2004） 

基礎研究推進事業終了後（2005－現在）

SLR1は活性型ジベ

レリン反応を抑制 

(Plant Cell, 14, 

57–70, 2002)

イネジベレリン生合成

酵素遺伝子変異体の

解析 

(Nature, 416, 701-702, 

2002) 

植物ホルモン関連遺伝子導入組換えイ

ネ作出のための安全性評価の確立 

自在な草型制御およびストレス耐性制御の技術開発による食糧増産に期待 

草型に関与する遺

伝子の導入によるイ

ネ育種素材の開発 

イネジベレリン信号伝達

関連遺伝子の単離と機

能解析 

イネジベレリン・ブラシノステロ

イドの矮化突然変異体の単離 

特開2004-105154 

新たな機能を持つジベ

レリン２－酸化酵素遺

伝子およびその利用 

イネのプロテオームデータベース公開 

ダイズプロテオームデーターベース構築 

(J. Proteome Res., 8, 3539-3548, 2009) 

ダイズのタンパク質のデータベースおよび 

湿害オミクスデータベースを構築した 

イネジベレリン生合成

酵素遺伝子発現調節

よるイネの草型の人

為制御 

(Nature Biotech.,  

21, 909-913, 2003) 

低温およびジベレリンで誘導さ

れるイネ由来カルシウム依存性

プロテインキナーゼ 

(Plant Mol. Biol., 55, 541-552  

2004)  

特開2003-310267 

低温ストレスに応答するCRTintP

遺伝子およびその利用 

イネブラシノライドによ

り制御される遺伝子発

現の解析 

(Plant Mol. Biol., 52, 

843-854, 2003) 

特開2003-334085 

ブラシノライド応答性遺伝

子およびその利用 

特開2003-334084 

ストレスに応答する根特異的遺伝子 

プロテオーム解析によるジベレリ

ン・ブラシノステロイド情報伝達関

連タンパク質・遺伝子群の単離と

機能解析 

WO07086282 

ストレス応答性PR10遺伝子を導入した形質転換植物 

ダイズプロテオーム 

データーベースの公開 

耐塩性など重要形質に関与するタン

パク質探索への利用 

：中課題、  研究成果、  特許出願、  実用化、  効果 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的 

急激な人口増加に対処するための穀物収量増産の効果的な戦略として、イネ科主要作物の草型制御が

ある。歴史的にも半矮性のイネ科植物による収量増加が食糧危機を救ってきた。この半矮性にジベレリ

ン・ブラシノステロイド等の植物ホルモンが関与していることが知られているが、その情報伝達機構は

詳細には明らかにされていない。そこでイネにおけるジベレリン・ブラシノステロイドの生合成あるい

は情報伝達に関与する遺伝子を単離・解析することにより、植物ホルモン情報伝達系を人為的に制御し

た次世代型多収性イネの作出を目指した。 
 
（２）研究内容  
１）ジベレリンおよびブラシノステロイド情報伝達の初期に変動するタンパク質・遺伝子群の単離と

機能解析 
植物ホルモン情報伝達系と環境ストレス応答系の相互作用を明らかにするために、リン酸化を介す

る細胞内情報伝達系に関与する、ジベレリン応答カルシウム依存性プロテインキナーゼを単離しその

機能を解明した。また、プロテオーム解析技術を利用して、カルシウム結合タンパク質であるカルレ

ティキュリンやそれと相互作用するタンパク質を単離し、機能を解析した。 
 
２）イネの矮化突然変異体の単離とブラシノステロイド関連変異体の解析 
ブラシノステロイド・ジベレリン生合成や受容体に関連する変異体を選抜し、その中でブラシノス

テロイド関連変異体 brd1 の形態と機能について詳細に解析した。 
 
３）イネジベレリン信号伝達関連遺伝子の単離とその機能解析 
ジベレリンの情報伝達の応答機構を解明するためにジベレリン情報伝達系の突然変異イネの原因

遺伝子 slr1、gid1 がコードする、SLR1 タンパク質および GID1 タンパク質がどのようにジベレリン

情報伝達に関与するかについて解析した。 
 
４）ジベレリンおよびブラシノステロイド情報伝達の下流で変動するタンパク質・遺伝子群の単離と

機能解析 
ジベレリン・ブラシノステロイド情報伝達の下流で変動する遺伝子あるいはタンパク質を解析し形

態発現機構を解明するために、マイクロアレイおよびプロテオーム解析技術を用いた。ジベレリン情

報伝達系の突然変異イネである、徒長型を示す slrおよび極矮性を示す gid1, 矮性を示す d1を用いて、

変動するタンパク質群をプロテオーム解析し、形態発現にいたる細胞内情報伝達機構を解明した。 
 
５）草型に関与する遺伝子導入によるイネの育種素材の開発 
イネの草型に関連する植物ホルモン関連遺伝子としてイネジベレリン２酸化酵素遺伝子、イネ改変

型ブラシノライド受容体遺伝子をイネに導入して新規草型を持つ組換えイネを作出した。同時に遺伝

子導入により改変された組換え体が草型と収量特性において育種素材として利用できる可能性につ

いて隔離圃場で試験栽培を行った。 
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（３）主な研究成果 
１）ジベレリンおよびブラシノステロイド情報伝達の初期に変動するタンパク質・遺伝子群の単離と

機能解析 
ジベレリン応答性のカルシウム依存性プロテインキナーゼとして OsCDPK13 を単離した。

OsCDPK13 は幼葉鞘に存在し、低温ストレスで誘導がかかることが確認された。OsCDPK13 導入形

質転換イネを作出したところ、幼苗期の低温耐性を獲得した。カルシウム結合タンパク質であるカル

レティキュリンが OsCDPK13 の情報伝達の下流に存在し、カルレティキュリンの情報はジベレリン

を介した場合は OsCRTintP2 へ、低温ストレスを介した場合は OsCRTintP1 に伝達することが示唆

された。 
 

２）イネの矮化突然変異体の単離とブラシノステロイド関連変異体の解析 

大規模な変異集団からジベレリンおよびブラシノステロイドに応答するイネ矮化突然変異体を単

離し、原因遺伝子 gid1、gid2、slr1、d61、brd1、d2 の単離に成功した。d61 突然変異体と OsBRI1 ア

ンチセンス植物体の形態をもとにブラシノステロイド関連矮性突然変異体 brd1 を取得した。変異体

brd1 の形態は節間伸長が阻害され葉が直立し、その内部構造は導管の発達が阻害されていた。 

 
３）イネジベレリン信号伝達関連遺伝子の単離とその機能解析 

GID2 と SLR1 はジベレリン情報伝達に必須であることが明らかになった。SLR1 はジベレリン反応の

抑制因子として働き、分解されることにより情報が伝達された。野生型ではジベレリンが SLR1 のリ

ン酸化を促進し、リン酸化された SLR1 分解を誘導するが、gid2 変異体ではリン酸化 SLR1 の分解が阻

害された。F-box タンパク質である GID2 の機能を止めると SLR1 が蓄積されたことから、SLR1 は SCFGID2

複合体を介したユビキチン/26S プロテアソーム系によって分解されることが示唆された。 

 

４）ジベレリンおよびブラシノステロイド情報伝達で変動するタンパク質・遺伝子群の単離と機能解

析 

突然変異体のプロテオーム解析の結果 slr1 突然変異イネでは代謝系タンパク質を、gid1 突然変異

イネについてはストレス応答性タンパク質を、d1 突然変異イネでは病害抵抗性タンパク質を検出した。 

ジベレリン・ブラシノステロイドで処理したイネ葉鞘あるいは葉身基部からオリジナルアレイを作

成し、マイクロアレイ解析を行った。また同様にイネ組織からタンパク質を抽出してプロテオーム解

析を行った。その結果ジベレリンについて細胞壁に存在するエンド型キシログルカン転移酵素/加水

分解酵素（OsXTH8）、ミトコンドリアに存在するピルビン酸脱水素酵素キナーゼ（OsPDK1）、糖代謝系

に関与する細胞質型フルクトースビスフォスフェイトアドラーゼ（OsFBPAC-1）、細胞骨格に関与する

βチューブリン（OsTUB5）、タンパク質合成に関与するエロンゲイションファクター1β’(OsEF1β’)、

さらに分泌型で新規なジベレリン誘導遺伝子（OsGAE1）等が顕著に誘導されていた。ブラシノステロ

イドについては OsBLE1, OsBLE2, OsBLE3 の三種類の新規遺伝子の誘導が確認された。 

 

５）草型に関与する遺伝子導入によるイネの育種素材の開発 

草型に強く影響を与える植物ホルモン遺伝子として、活性型ジベレリンを不活性化するジベレリン
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二酸化酵素遺伝子(OsGA2ox1)、あるいはブラシノライドのシグナル伝達を錯乱させるイネ改変型ブラ

シノライド受容体遺伝子(⊿OsBRI1)を、イネに導入した組換え体を作出した。それぞれ組換え体は半

矮性、直葉及び半矮性の草型を示した。 

閉鎖系および非閉鎖系温室における組換え体と非組換え体の生育特性、生殖特性、アレロパシー物

質等の有害物質生産能、フェノール性酸等の産出性に、有意な差は見られなかった。また、いずれも

生物多様性評価を行ったところ問題がみられなかった。 
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４．事業終了後の状況 
 
（１）研究発展状況 
基礎研究推進事業の終了後、日本学術振興会等から継続的に研究資金を獲得し、研究を進めている。

本事業におけるイネを対象とした研究で培った分子生物学的生化学的手法および包括的解析技術を、ダ

イズを対象とした研究に発展させた。ダイズの消費量は穀類に次いで４位であり、油糧用としても重要

な作物である。わが国の水田転換畑におけるダイズの栽培においては、梅雨期に播種するため湿害が発

生して生産が不安定になるという重要な課題があることから、国産ダイズの安定的な生産を目的とした

基盤研究を行った。重要形質に関連するタンパク質群を、包括的な分子生物学的解析により検索するた

めの技術データ基盤を構築するため、プロテオーム解析に加えトランスクリプトームおよびメタボロー

ム解析を行い、新しい知見を次々に積み重ねている。特にダイズプロテオームデータベースおよびオミ

クスデータベースを公開したことは、この分野の発展に大きく貢献している。これらのプロテオーム技

術の植物への応用は、国内のみならずイラン、パキスタン、韓国、中国などのアジアの国々やヨーロッ

パ等から注目されている。また、シンポジウム等の招待を受けて講演を行うなど、広く研究結果および

技術の情報交換に努めている。国際シンポジウムも複数回主催し、2010 年にはアジア、オセアニアの

研究者と協力して、アジアオセアニア農学プロテオーム機構を立ち上げるなど、国際的な貢献度も高い。 
事業期間中に構築されたイネプロテオームデータベースの情報から、新たな農業現場への実用化研究

も生まれている。北興化学工業株式会社ならびに首都大学東京との共同で、イネから取得したストレス

応答性 PR10 遺伝子を特許出願し、環境ストレス耐性の飼料用イネやダイズ、シバを作出している。ま

た、電力中央研究所とのオゾンストレスのバイオマーカー探索に関する共同研究の成果も特許出願準備

中である。 
研究分担者である北野英己氏らは、引き続きイネを研究対象として、ジベレリン等の植物ホルモンの

情報伝達の分子生物学的な機能・構造解析を行い、さらに新しい多収イネの作出に精力的に研究を発展

させている。 
 
（２）新たな研究成果 

１）ダイズプロテオームデーターベースの構築と公開 
ダイズの各生育時期の各器官、あるいは精製した細胞内小器官等から抽出したタンパク質を、二次

元電気泳動により約１万個分離し、それぞれのタンパク質を同定している。得られた配列情報や相同

検索結果情報等を、ダイズプロテオームデータベースとして公開している。さらにダイズの湿害発生

機構を生物学的に解析するために、湿害オミクスデータベースを構築した。

（http://proteome.dc.affrc.go.jp/Soybean/）（図１） 
 
２）ダイズプロテオームデーターベースの重要形質解析への活用 
湿害ストレスとして冠水処理を行い、ダイズ出芽期の冠水に影響を受けやすい根と胚軸の細胞壁お

よび細胞膜のタンパク質の変動を、プロテオーム技術で解析した。その結果、細胞壁の多糖類の加水

分解に関与する酵素が増加し、リグニン合成、リグニン化等に関与するタンパク質が減少することか

ら、ダイズ出芽時の冠水は早期に細胞壁タンパク質群に障害を与えることを示唆した。実際に、根の

木部をリグニン染色した結果、冠水処理でリグニン量が減少していることが検証された。 
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３）ダイズ生育初期の湿害発生機構の遺伝子発現と代謝産物解析 
ダイズ生育初期の冠水ストレスの発生機作を調べるため、包括的手法であるマイクロアレイ技術お

よびメタボローム技術で解析した。その結果、冠水ストレスにより低酸素状態になることから、代謝

は大きく変動し、解糖・嫌気代謝（特にアルコール発酵）、ホルモン合成・情報伝達（特にエチレン情

報伝達）、クエン酸回路･アミノ酸代謝（特に 4-アミノ酪酸蓄積）に関する遺伝子群・代謝産物群が顕

著に誘導されることが明らかになった（図２）。ダイズ品種「エンレイ」の播種後 2 日目での冠水では、

処理 1 日で遺伝子発現および代謝産物レベルに影響が顕著であった。 
 
４）ダイズ生育初期の経時的プロテオーム解析および湿害誘導性タンパク質遺伝子のダイズへの導

入 
ダイズ出芽期の冠水による経時的湿害発生機作をプロテオーム手法で解析した結果、アルコール発

酵に関与するタンパク質群は増加し、活性酸素消去系に関与するタンパク質群は減少することが明ら

かとなった。特に、アルコール脱水素酵素は湿害時に根端部位で顕著に誘導されることより、ダイズ

へ導入しその機能を解析した。その結果、アルコール脱水素酵素遺伝子過剰発現ダイズにおいては、

湿害時でも根の生長が回復することを明らかにした。 
 
５）ジベレリン分解酵素遺伝子（GA2 酸化酵素遺伝子）導入による草型制御 
ジベレリン酸化酵素遺伝子（GA2 酸化酵素遺伝子）はジベレリンを分解する酵素であり、酵素をイ

ネに導入することにより強い矮性を示すが、花形成が阻害された。そこで葉や茎で特異的に発現する

プロモーターを用いて GA2 酸化酵素遺伝子の発現量を調節したところ、矮性は保持したまま花の形成

が阻害されず収量が保持されるイネの作出に成功した。 
 

６）ジベレリン受容体の構造解析 
イネにおけるジベレリン受容体 GID1 の立体構造を X 線結晶解析により明らかにした。GID1 は微

生物、動物、植物に広く存在するリパーゼと非常に高い相同性を示す。立体構造から、GID1 はリパ

ーゼの活性サイトがジベレリンの結合サイトに置き換わったものであることが明らかになった。また、

シダの GID1 とはジベレリン結合サイトのアミノ酸が異なり、この違いによりイネ GID1 のジベレリ

ン感受性が高いことが明らかになった。このことから、進化の過程で GID1 のジベレリン感受性が変

化することにより、植物の生長をより精密に制御する仕組みが確立したと考えられた。 
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図２ ダイズ出芽時の冠水処理による遺伝子・代謝産物の変化 

図１ ダイズプロテオーム 
データベース 
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（３）波及効果 
１）科学技術的波及効果 

分子生物学的手法を用いてジベレリン・ブラシノステロイド等の植物ホルモンの生合成や情報

伝達の分子機構の解明が進み、自在な草型制御技術の開発に期待ができる。イネにおけるプロテ

オーム解析技術を発展させ、事業期間中に公開されたイネプロテオームデータベースに続き、ダ

イズプロテオームデーターベースを構築した。さらに、トランスクリプトーム解析技術およびメ

タボローム解析技術を併用することにより、様々なストレスに対する生理機構の解明が容易に行

えるようになると同時に、本技術で抽出されたタンパク質遺伝子を利用して、植物の機能改変を

可能とした。本技術の開発にには、海外でも大きく感心が持たれており、アジアやヨーロッパさ

らには米国との共同研究にもつながった。 
 

２）産業技術的波及効果 
ポストイネゲノムプロジェクトの大型プロジェクトである新農業展開ゲノムプロジェクトに

参加し、引き続きイネの形質と遺伝子の機能を解明して新しいイネの作出に貢献している。その

成果のうちの一つとして、イネのストレス応答性 PR10遺伝子を過剰発現する実用作物を作出し、

乾燥に強く、根や茎葉重が増加する飼料用イネ品種や組換えダイズを作製し、ほ場評価を、北興

化学工業株式会社および首都大学東京との共同研究で整備している。また、本事業でのイネプロ

テオーム解析技術を発展させたダイズプロテオームデーターベースを公開して、産業化に向けた

研究基盤を構築した。プロテオーム解析はポストゲノムを担う重要な技術であり、このような包

括的な技術の蓄積が必要とされている。 
また、本事業で確立した突然変異体の利用技術をダイズ研究にも応用し、湿害耐性ダイズの作

出など、農家で利用可能な植物の作出が見込まれている。 
 

３）社会的波及効果 
急激な人口増加は人類の穀物増産のための新規な多収性イネ科植物やダイズの作出に一刻の

猶予も与えない。旧来の育種に適さないと思われていた遺伝子を用いて新しいイネを作出したこ

とは、多収性イネの作出に大きな一歩となった。今後のより一層の研究の発展が期待される。ま

た北野英己氏においては、ケニアと日本との共同研究事業に参画し、日本の国際貢献にもつなが

っている。 
一方、日本の食糧自給率向上のための安定的なダイズ生産にはダイズの出芽時の湿害に抵抗性

を示す品種の開発が必要である。ダイズプロテオーム解析の手法を確立したことで、ダイズの湿

害の生理機構を明らかにすることができ、今後の耐湿害ダイズの作出に期待ができる。また、国

際協力の枠組みとして、アジアオセアニア農学プロテオーム機構を立ち上げ、アジアにおける安

定的な作物生産研究に大きく貢献している。 
 

４）人材育成的波及効果 
本研究に参画した研究者はそれぞれの研究実績が高く評価され、事業終了後も下表のように大

学や企業にポジションを得て研究を継続している。 
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研究者 2 名、ポスドク（中国人）5 名、（パキスタン人）1 名 大学教授 

任期付研究員 3 名、任期付研究員 2 名の獲得（テニュア） パーマネント 

ポスドク（日本人）3 名、ポスドク（中国人）1 名 企業 

ポスドク（パキスタン人）2 名 研究所部長 

 
 

（４）成果・効果の分析 （対象：研究代表者） 
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学術面では、基礎研究の競争的資金を獲得し、イネおよびダイズのプロテオーム・メタボロームメタ

ボローム解析による機能解析の研究基盤を構築したことにより、アウトプット、アウトカム共に大きな

成果を得ており、実用化のための手段を提供してこの分野を牽引している。これらのプロテオームデー

タベースは海外からも強く関心が持たれており、国際貢献にもつながっている。産業化の面では、北興

化学工業株式会社や財団法人電力中央研究所などと共同で、実用化に向けて研究が進められている。 
 

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

44454543最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

44454543最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット
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（５）追跡チャート（対象：研究代表者） 
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過

に添った研究成果および産業化の成果を図示した。また、それらの転換点において影響を与えたと考え

られる促進要因、阻害要因、外的要因を具体的に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術面では、事業開始と平行して行われた農林水産省植物（イネ）ゲノム研究、遺伝子の単離機能研

究「タンパク質の構造解析利用型」プロジェクトに参加し、イネプロテオーム解析の技術が確立したこ

とにより、得られた変異体の解析が進んだ。その後、関連遺伝子の取得およびイネ遺伝子組換え体の作

出に成功したことにより研究が発展した。事業期間終了後には、三菱スペースソフトとの共同研究を基

に 2009 年にダイズプロテームデータベースの構築に成功したことで研究が好調に進み、植物の形質発

現に至る細胞内の機構を効率良く得ることができるようになった。2010 年にはアジアオセアニア農学

プロテオーム機構を設立し、国際的に研究の成果を展開させている。二国間プロジェクト（スロバキア、

パキスタン、中国）においてに発展させ、国際的に研究が発展している。研究分担者の北野英己氏（名

古屋大学生物機能開発利用研究センター）は本事業で得られた知見を発展させ、平成 21 年度から２３

年度東アフリカ稲作振興のための課題解決型研究に参加し「有用遺伝子座を持つ育種素材の整備、育種

戦略の構築」の課題を解明しつつ、ケニアと日本の国際共同研究が実施されている。 
 

 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

試作
作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞

学会設立

基盤技術
確立

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

産業化

特許出願
登録

新製品

普及

新分野創出
産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間

基盤技術
普及

新知見
公表*

*著名雑誌（Nature、Science、Cell等)への公表

アジアオセアニ
ア 植 物 プ ロ テ
オーム機構設立

イネゲノムプロジェクト完成
イネゲノム全塩基配列解読

国内 外と機関との
研究拡大

イネプロテオームプ
ロジェクトに参画

解析技術の確立
イネのプロテーオーム解析技術

研究対象をダイ
ズにも広げる

食糧需給率低下

ダイズプロテオーム
データベースの公開

イ ネ プ ロ テ オ ー ム
データベースの公開

イネゲノムプロジェクト
スタート
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５．有識者コメント 
 
本研究は、ジベレリン、ブラシノステロイドなどの植物ホルモン情報伝達の分子機構を解析し、世界

の二大作物の一つであるイネの収量向上に寄与することを目的とした研究であった。イネ研究、なかで

もイネゲノム研究で世界をリードするわが国で、この課題が取り上げられたことは国際的にも大変意義

の高いものであった。結果的には多収という最終目標は達成されたとは言い難いが、着実に生育の調節

機構を解明し、目的へのアプローチの道を開いた点は高く評価されよう。研究終了後、この研究で得ら

れた成果は、大豆などの環境ストレス耐性機構の解明、成長制御を通じた分子育種などに幅広く活用さ

れ、作物生産の安定向上に寄与している。このことは世界食糧の安定確保という今日的課題に対する本

研究の意義の高さを物語っていよう。 
 

 
６．成 果 論 文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
１）研究者ランキング 

順位 件数 著者 
1 89 KOMATSU, SETSUKO 
2 37 MILLAR, A. HARVEY 
3 29 RAKWAL, RANDEEP 
4 25 AGRAWAL, GANESH KUMAR 
5 24 WECKWERTH, WOLFRAM 
6 23 VAN WIJK, KLAAS J. 
7 22 SVENSSON, BIRTE 
8 21 BAGINSKY, SACHA 
8 21 BRAUN, HANS-PETER 
8 21 FINNIE, CHRISTINE 

注１：太字、研究班 

注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 

 
 

 
 
 
 
 
２）主要成果論文数 
事業期間中の主要論文数 

年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 
海外誌 6 7 12 22 29 76 
国内誌 1 1 2 3 3 10 

（出典：終了時の研究成果報告書） 

内容 検索
式 件数 検索式（CA） 

イネ L1 1,263,724 S PLANT# OR RICE OR ORYZA(W)SATIVA 
プロテオーム L2 40,156 S PROTEOM? OR (GIBBERELLIN# OR 

AUXIN#)(3A)REGULAT?(3A)PROTEIN 
 L3 3,287 S L1 AND L2 
2000 年以降 L4 3,171 S L3 AND PY>=2000 
特許以外 L5 3,055 S L4 NOT P/DT 
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事業終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 18 12 13 11 19 15 88 
国内誌 1 4 3 3 4 2 17 

 
３）被引用上位 10 論文の被引用数 
 

事業前（～1999） 事業中（2000～-2004） 事業後（2005～） 
417 530 359 

 
４）被引用数上位 10 論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を緑

で示した。 
 

順位 論文
No. Year Title Authors Journal, Vol. 引用数

1 2 2000 
Role of jasmonate in the rice (Oryza sativa L.) 
self-defense mechanism using proteome 
analysis 

Rakwal R., et al Electrophoresis,2
1 75 

2 39 2004 
Arabidopsis COP10 forms a complex with 
DDB1 and DET1 in vivo and enhances the 
activity of ubiquitin conjugating enzymes 

Yanagawa Y., et 
al 

Genes and 
Development,18 68 

3 101 2007 
Curated genome annotation of Oryza sativa 
ssp. japonica and comparative genome analysis 
with Arabidopsis thaliana: The Rice Annotation 
Project 

Itoh T., et al Genome 
Research,17 64 

4 40 2004 A proteomic approach to analyze 
salt-responsive proteins in rice leaf sheath 

Abbasi F.M., et 
al Proteomics,4 61 

5 45 2004 
Proteomics of the rice cell: Systematic 
identification of the protein populations in 
subcellular compartments 

Tanaka N., et 
al. 

Molecular 
Genetics and 
Genomics,271 

59 

6 16 2002 
Aquaporin isoforms responsive to salt and 
water stresses and phytohormones in radish 
seedlings 

Suga S., et al Plant and Cell 
Physiology,43 58 

7 12 2001 
A proteomics approach towards understanding 
blast fungus infection of rice grown under 
different levels of nitrogen fertilization 

Konishi H., et alProteomics,1 47 

8 73 2005 

Genome-wide identification of the rice 
calcium-dependent protein kinase and its 
closely related kinase gene families: 
Comprehensive analysis of the CDPKs gene 
family in rice 

Asano T., 
Tanaka N., 
Yang G., 
Hayashi N., 
Komatsu S. 

Plant and Cell 
Physiology,, 46, 
356－366 

43 

9 33 2003 Rice proteomics: a step toward functional 
analysis of the rice genome. 

Komatsu S., et 
al 

Molecular & 
cellular 
proteomics : 2 

42 

10 1 2000 
Involvement of calcium-dependent protein 
kinase in rice (Oryza sativa L.) lamina 
inclination caused by brassinolide 

Yang G., et al Plant and Cell 
Physiology,41 41 
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順位 論文
No. Year Title Authors Journal, Vol. 引用数

10 49 2004 
A novel rice PR10 protein, RSOsPR10, 
specifically induced in roots by biotic and 
abiotic stresses, possibly via the jasmonic acid 
signaling pathway 

Hashimoto M., 
et al  

Plant and Cell 
Physiology,45 41 

 
５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（５件）の引用数の年次推移を、事業期間中および終了後に分けて示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10 件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 

 
 

引用分野（％）

4.0
6.0

36.0

46.0

生化学、遺伝学、分子生物学 

農学、生物学

化学

医薬

免疫学、微生物学 

薬学、毒性学、薬剤学

環境科学

神経科学

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

2

39

101

40

45
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７．実用化データ 
 
１）特許出願 

公開番号 
または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 

権利者名 発明者・考案者
出願

日

特開2004-150888 標識された核酸またはタンパ
ク質の製造方法 

独立行政法人農業生物資源研
究所 大野清春ほか 2002/

10/29

特開2003-334084 ストレスに応答する根特異的
遺伝子 

独立行政法人農業生物資源研
究所 小松節子ほか 2002/

5/20

特開2003-334085 ブラシノライド応答性遺伝子
およびその利用 

独立行政法人農業生物資源研
究所、独立行政法人農業生物
系特定産業技術研究機構 

小松節子ほか 2002/
5/20

特開2003-310267 
低温ストレスに応答する
CRTintP遺伝子およびその利
用 

独立行政法人農業生物資源研
究所、独立行政法人科学技術
振興機構 

小松節子ほか 2002/
4/23

特開2004-337004 
葯特異的遺伝子および該遺伝
子のプロモーター、並びにそ
れらの利用 

独立行政法人農業生物資源研
究所 小松節子ほか 2003/

5/12

特開2005-192496 
イネ白葉枯病に対し耐病性が
高められたイネおよびその作
出方法 

独立行政法人農業生物資源研
究所、明治製菓株式会社 小松節子ほか 2004/

1/8

WO07/86282 ストレス応答性遺伝子が導入
された形質転換植物 

独立行政法人農業生物資源研
究所、北興化学工業株式会社、
公立大学法人首都大学東京 

小柴共一ほか 2007/
1/17

WO2007/046403 優性の矮性形質を示すイネ属
植物、およびその利用 国立大学法人名古屋大学 松岡信ほか 2006/

10/18

WO2006/112238 植物の分化・生長を制御する
遺伝子、並びにその利用 国立大学法人名古屋大学 松岡信ほか 2006/

3/28
 
２）実用化状況 

１）イネプロテオームデータベース公開 
http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RPD/main.html 

２）ダイズプロテオームデータベース公開 
http://proteome.dc.affrc.go.jp/Soybean/ 

３）北興化学工業株式会社と共同で実用化に向けて検討中 
４）財団法人電力中央研究所と共同で、実用化に向けて検討中 
 
 
（付記）主な調査参考資料 
1. 作物研究所年報 20 年度、19 年度、18 年度、17 年度 

http://nics.naro.affrc.go.jp/nenpou/index.html 
2. 作物研究所 ダイズ生理研究チーム HP 
3. 北興化学工業（株）におけるＧＭ作物の開発への取組みと課題 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/aratana_keikaku/pdf/091201-kouen01.pdf 
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第３節 生体関連触媒を用いる植物資源からの高分子素材の創出 
 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：宇山浩、実施期間：平成 12 年度－16 年度 

中課題名 所属（事業当時） 研究者 

①-1 人工木質ポリマーに関する試験研究 大阪大学大学院工学

研究科 宇山浩 

①-2 ポリペプチド-フェノール重合体ハイブリッドに

関する試験研究 
大阪大学大学院工学

研究科 宇山浩 

①-3 植物油脂からの硬化性ポリマー合成に関する試

験研究 
大阪大学大学院工学

研究科 宇山浩 

ヒアリング協力者宇山浩、大阪大学大学院工学研究科 
ヒアリング実施日：平成 22 年 12 月 22 日 
 

 
１．研究の背景と位置付け 
日常生活にかかせないプラスチックは主に石油から生産される高分子であるが、近年その廃棄による

環境汚染、および地球温暖化防止の面から石油エネルギーを多く必要とする製造法が大きな社会問題と

なっている。そこで、石油に代わる省資源で環境にやさしい汎用高分子材料の開発が急務である。脱石

油関連高分子として注目されているのは、植物由来のセルロース、リグニン、ポリペプチド、油脂等の

天然資源であるが、材料としての用途開発があまり進んでいないことから、革新的な技術開発が切望さ

れていた。 
そこで本研究は、生体関連触媒（酵素及び酵素モデル錯体）を用い、植物資源を基質として全く新規

な実用的高分子新素材の開発をめざした。 
 
２．研究の展開 
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
 

開始時は、農林水産現場及び生物関連産業の新技術の

開発を最大の目的の方向としたが、事業期間終了以降

は、その成果をもとにした新製品の創出や研究基盤整

備を目指している。今後も引き続き新製品の創出に努

め、世界を視野に入れて研究を進展させる。 
 

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 
 
 
 

汎用性に優れた天然物由来の高分子の開発

自然界の再生可能資源から革新的合成材料を開拓

バイオポリマーハイブリッド材料

バイオマスウレタン樹脂塗料（屋根用）の市場化 バイオマスプラスチック

バイオマス樹
脂中のエポ
キシ基を架
橋させて基
材との付着
性能を向上。

バイオマス原
料利用により
石油系資源
原料を削減。

ポリ乳酸からポリオールの製造を
可能にし、生分解性プラスチック
材料を開発

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

人工リグニンの酸化
カップリング反応制御法
を開発し、異種ポリマー
間カップリングに応用。
人工木質ポリマー開発。

生分解性グリーンナノコンポジット

酵素触媒作用を用いた
循環型社会構築への貢献

植物油脂エポキシ
化物を無機物と複
合化し、生分解性
グリーンナノコンポ
ジットを創成。

エポキシ効果

エポキシ効果

ウレタン架橋

夢

研究成果を世
に出していく
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基礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもと

にして俯瞰的に図に記した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基礎研究推進事業期間中（2000－2004） 

フェノールセルロースを利用

した人工木質ポリマーの合成

(Macromolecules,37,7901-
7905,2004) 

カテキンーポリリジン

複合体は疾病関連酵

素を阻害する

(Biomacromol.,5,1633-

1636,2004) 

クレイ含有エポキシ化

大豆硬化ポリマー 
ChemMater,15,2492
-2494,2003 

電界紡糸ポリ乳酸ナノファイバ

ーと油脂ポリマーの精密複合

体の開発に成功 

ナノファイバー化技術による 

バイオ新素材の開発 

（Chem.Lett.,36,698-699,2007） 相分離を利用したナノ多

孔体の作製と応用 

Sen'i Gakkaishi, 65, 272－

276 (2009)

ポリメタクリル酸メチルの

相分離によるモノリスの新

規合成法を開発 

特開２００３－２３８６６４ 

水溶性高分子を含有する

フェノール重合物

植物油脂からの硬化性

ポリマー合成 

特許３７１８７１８号 

有機－無機ハイブリッド

とその製造方法 

エポキシ化樹脂の塗

料への応用化研究 

バイオマスを屋根用

の塗料に利用する技

術を開発 

機能性高分子の開発 

特開２００９－０３００１７ 

メタアクリル酸エステル

系ポリマーを液体に溶解

する方法 

ポリ乳酸からの植物樹脂

100%のポリオール開発 

ポリオールから植物性ウ

レタンフォームなどを開発 

特開２００５－７５８０５

酵素阻害剤 

特開２００８－２７４０６８ 

リグノフェノールーポリ乳酸複合体

特開２００４－２７７６５８ 

架橋エポキシ化油脂複合材料、そ

の製造方法、及び多孔性無機材料 

人工木質ポリマーの開発 

天然由来材料からの機能性汎用性高分子の開発

天然素材由来の高分子の
加工技術の開発 

基礎研究推進事業終了後（2005－現在）

バイオマス R の発売 
（水谷ペイント株式会社） 

耐熱・耐衝撃性プラスチックの開発 

バイオベース株式会社の
設立 

特開２００９－２４０５８ 

ポリ乳酸樹脂組成物及びポ

リ乳酸樹脂用添加剤 

特開２００８－３８２７１ 

ナノファイバー集合体 

特開２０１０－２６０９５２ 

多孔質体

ポリペプチド-ポリフェノー

ルハイブリッドの開発 

ポリアミドアシドポリフェ

ノールハイブリッド酸化

クロスカップリング 

(Macromolecules , 

37,8481-8484,2004) 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的 
高分子材料は日常生活で広範囲に利用されているが、その多くが自然環境で分解せず、廃棄物に

よる環境汚染は社会的な問題となっている。また、地球環境保護の立場から毒性の危惧されるモノ

マー及び触媒の使用や、高エネルギーを必要とする高温、高圧下での製造方法は早急な改善を求め

られている。本研究は、有限資源である石油を材料としない、生物資源を出発物質にした新規高分

子素材の開発を目的とした。中でも、セルロース、ポリペプチド、植物油脂を基質とし生体関連関

連触媒を利用した新機能高分子の創出を目指した。 
 
（２）研究内容 
１）人工木質ポリマー（セルロースフェノール重合体ハイブリッド）の創出 
地球上に豊富に存在し、かつ生産され続けている天然有機高分子物質であるセルロース、ヘミセル

ロース、リグニンを材料とし、これらが酵素に対して高い反応性を有していることに着目し酵素触媒

を用いることで効率よく特異的に高分子材料の合成を行い、高機能、高性能の新規汎用高分子の創出

を試みた。セルロース、リグニンなどにフェノール基を含有させ、ペルオキシダーゼ触媒を用いたフ

ェノール類の酸化カップリング法での重合は、環境負荷の低い高分子材用合成プロセスである。 

 

２）ポリペプチド-フェノール重合体ハイブリッドの構成 
ポリペプチドにフェノール重合体、フラボノイド、フラボノイドポリマーを酵素的にグラフト化す

ることにより、ポリペプチドの高機能化を図った。フラボノイドはモノマーでも抗酸化性などの生理

活性をもつことから、ポリペプチドのリジン残基にフラボノイドを導入し、新素材の開発を試みた。 
 

３）植物油脂からの硬化性ポリマー 

豊富に存在する天然植物油脂を出発基質とする高性能硬化材料の開発を目的とした。従来法では油

脂を過酷な反応条件で処理していたため、構造が明確な材料は得られず用途開発が進んでいない。そ

こで本研究では特異的な酵素触媒作用を利用して安価な大豆油などの天然油脂から高性能硬化材料

の創出を目指した。 

 
（３）主な研究成果  
１）人工木質ポリマーの合成 

酵素モデル錯体を用いることにより人工リグニンの酸化カップリングを制御する手法を見出し、超

高分子量ポリマーを創出した。更に本手法を異種ポリマー間カップリング反応に応用し、人工木質ポ

リマーやポリペプチド－ポリフェノールハイブリッド合成に展開した。 

 

２）ポリペプチド-フェノール重合体ハイブリッドの構成 

フェノール重合体であるリグノフェノールの単独酸化カップリング反応および酸化カップリングに

よるポリアミノ酸へのハイブリッド合成をおこなった。酸化酵素を用いてポリペプチドにフラボノイ
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ドをコンジュゲート化させる手法を開発した。また、コンジュゲート化によりフラボノイドの抗酸化

性が増幅され、疾病関連酵素に対する阻害機能が発現した。モノアミノ酸ポリマーであり高い水和力

を持つ生分解性高分子であるポリグルタミン酸にフェノール基を導入し、酸化カップリングによりハ

イドロゲルを合成した。本ハイドロゲルは pH 応答性、徐放性をもった DDS（ドラッグデリバリーシス

テム）として利用が期待される。 

緑茶から抽出されたポリフェノールの主成分であるデピガロカテキンガレートの高分子化をおこな

ったところ、ヒアルロニダーゼやウロキナーゼに対して優れた阻害活性が見られた。 

 

３）植物油脂からの硬化性ポリマー合成 

ポリエステル合成に高い活性を有する Candida antarctica 由来のリパーゼを用いて油脂成分を側

鎖にもつ硬化性ポリマーを合成したところ、優れた生分解性を示した。その架橋により高性能塗膜を

開発した。更に植物油脂エポキシ化物を無機化合物とナノレベルで複合化することにより、生分解性

グリーンナノコンポジットを創製した。本コンポジットは高い柔軟性を示し、特に弾性変形性に優れ

ていた。無溶剤で作製したクレイとのコンポジットには優れたガスバリアー性があり食品分野におけ

る抗酸化性用包装材としての用途が期待できる。植物油脂として安価な天然フェノール脂質（ウルシ

オール、ラッコール）のラッカーゼ触媒を用いた硬化により塗膜材料開発した。 
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http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/marumoto/up/h16seika/04uyama.htm 
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４．事業終了後の状況 
 
（１）研究発展状況 
基礎研究推進事業の終了後も、日本学術振興会、科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開

発機構などから継続的に研究資金を獲得し基礎研究に加えて、応用研究に傾注している。事業期間終了

後は、特に、中課題「植物油脂からの硬化性ポリマー合成に関する試験研究」の成果に関して、引き続

き「持続的に発展可能な社会を構築できる技術」を目標として、天然物を出発地点とする新規高分子の

創出につとめている。天然油脂を基盤とした高性能のプラスチックの開発を行い、オール植物資源から

なる透明性に優れたフィルム材料の開発に成功している。また、デンプンから生産されるポリ乳酸を材

料に付加価値をつけた新規な素材として、ポリ乳酸を主成分としたウレタン原料となるポリオールを開

発した。多方面にわたる共同研究を行っており、環境に優しい材料開発を製品として世に出すため、産

業化にむけて更なる製品開発を行っている。 
 
（２）新たな研究成果 

 
１）バイオマスを利用した屋根用塗料の開発（図１） 

本事業の成果の一つである植物油脂エポキシ化樹脂の開発をさらに発展させ、バイオマスを原料

とした塗料用樹脂を水谷ペイント株式会社、京都工芸繊維大学などとの産学協同研究で開発し、屋

根用の塗料に配合した製品「バイオマス R」の発売に至った。バイオマスを実用化した塗料として

は初めての製品である。この塗料は、開発した塗料用樹脂に含まれるエポキシ基を 2 次架橋させる

ことにより、基材や旧塗料との付着が向上する上、高価なイソシアネート硬化剤の減量につながる

ために価格を抑えることができた（図１ A、B）。また、バイオマスを利用することにより、石油

系材料の使用を削減することにもなる。 
 
２）ナノファイバー化技術によるバイオ新素材の開発 

生体内吸収性を有するゼラチンとポリ乳酸を電界紡糸により複合化し新しい細胞足場材料を開

発した。ゼラチン/ポリ乳酸複合ファイバーシート上で間葉系幹細胞が良好に接着増殖した。 
 

３）バイオプラスチック 
電界紡糸により作製したポリ乳酸ナノファイバー不織布を補強剤に用いてエポキシ化大豆油

（ESO）の硬化をおこなうことでオール植物資源からなる透明性に優れたフィルム材料を開発した。 
微細化された木質パルプから生成したミクロフィブリル化セルロース（MFC）と油脂ポリマーと

の複合化を行ったところ、貯蔵弾性率が向上し、MFC の補強効果により MSO 硬化物のゴム療育

にかえる貯蔵弾性率の減少が大きく低減された。また、高い破断応力を示した。 
ESO の硬化ポリマーネットワーク中にナノレベルのポリカプロラクトン（PCL）を分散化させ

る技術を開発し、セミ IPN 型 ESO/PCL 複合体を合成した。この複合材料は PCL の相転移を利用

して、形状記憶機能を示した。またロジン（松脂）誘導体と複合体では破断ひずみが大幅に向上し、

優れた曲げ強度を示した。 
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バイオベース（株）との共同研究によりポリ乳酸をポリオールにする液体化技術を開発した。液

体化されることで取り扱い易さが向上し、コスト削減を図ることができた。このポリオールを原料

に作製した植物ウレタンから様々な製品を作ることができる（図２）。この成果は２００８年バイ

オビジネスコンペ JAPAN 最優秀賞を受賞した。 
 
４）機能性高分子ナノ多孔体 

ポリメタクリル酸メチル（PMMA）を用いてナノレベルの多孔体構造（モノリス）の簡便な製造

法を開発した。このモノリスの分離吸着性に注目し、エンドトキシンや重金属、レアメタルの回収

フィルターを開発した。 
 

５）γ-PGA 複合体の開発（図３） 
納豆の一成分であるガンマーポリグルタミン酸（γ-PGA）を基盤に複合材料を開発し、化粧品

素材、生医学材料の開発を行なった。 
γ-PGA を用いた水中の砒素除去に効果の高い水質浄化剤を開発した。バングラディッシュでの

実用化を目指した開発検討を行っている。 
また、コレステロールをγ-PGA 側鎖に導入した機能性コンジュゲートを開発した。本品は水中

でナノ粒子を形成し、内部に薬剤やタンパク質を内包できることからドラッグデリバリーシステム

用剤として利用できる。 
 

６）超高分子量ポリフェノールの開発 
フェノール基を多く含む高分子としてリグノフェノールの酸化カップリング反応、および酸化カ

ップリングによるポリアミノ酸へのハイブリッド合成を検討した。触媒には酵素モデル触媒である

鉄サレン錯体をもちいた。その結果、分子量が数十万の高分子を得た。機能性食品素材として有望

とされている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ バイオマスを利用した屋根用塗料製品

A B

C 
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（出典：図１ 水谷ペイント株式会社 ホームページをもとに一部加筆

http://www.polyma.co.jp/newproducts/biomass_r/index.html 
図２、３阪大ニューズレター2009 年 3 月号） 

 
 

図３ 機能性多孔体

図２ バイオ新素材 
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（３）波及効果 
１）科学技術的波及効果 

バイオマス資源から、環境負荷の少ない酵素を用いた化学プロセスにより、汎用性プラスチッ

クの合成への道を切り開いたことで技術面における進捗を遂げた。この新素材開発技術をさらに

発展させ、機能性、汎用性に優れた高分子素材の創出が期待されている。バイオマス由来の生分

解性に優れた高分子素材は、食品、医療、化学など、多方面での利用が期待されている。 
 

２）産業技術的波及効果 
バイオマスは光合成で取り込んだ二酸化炭素から生成することから、バイオマス由来の製品は

燃焼廃棄しても大気中の二酸化炭素の収支がゼロになるカーボンニュートラルである。そのため

天然資源からの汎用高分子の開発は環境保全の面からも開発が急がれている。経済産業省の作成

する技術ロードマップには、生態系に与える影響を考慮し、持続成長可能な化学工業の発展を目

指すことが採用されている。本研究は経済産業省の支援事業に採択され、バイオマス由来の汎用

プラスチックの合成に目途をつけて、ベンチャーのバイオベース株式会社が設立されたことで産

業界に大きな影響を与えている。また、本事業で開発された植物油脂を利用した高分子新材料は、

事業終了後の産学官連携事業により屋根用バイオマス塗料として製品化を遂げており、屋根用塗

料として初のバイオマス利用として注目されている。 
 

３）社会的波及効果 
2002 年に持続可能な開発に関する世界首脳会議においてヨハネスブルグ宣言が採択され、グ

リーンサステイナブルケミストリー推進が世界的な潮流となっている。石油資源の枯渇も社会問

題となっている中、天然素材を原料に汎用高分子を開発したことで、地球の温暖化防止、廃棄物

による汚染などの環境汚染に解決策を与える。本成果は、塗料やプラスチックなどの身近な材料

にバイオマスが利用できることを示して報道でも紹介され、エネルギー資源だけでなく汎用品に

もバイオマスが利用できるという意識を高めた。また、海外での浄水システムの構築は日本の国

際貢献につながると期待される。 
 
４）人材育成的波及効果 

本研究に参画した研究者はそれぞれの研究実績が高く評価され、企業や国立研究所などにポジ

ションを得ている。 



 86

（４）成果・効果の分析 （対象：宇山浩） 
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継続的に基礎研究の競争的資金を獲得し、学術的なアウトプットに大きな成果を得ており、生体関連

高分子材料提供領域で新たな分野を築いた。産業化の資金も豊富に獲得し、複数の会社と共同研究をし

て成果を得ており、事業機関終了後も継続して多くの特許出願を行っている。また、これらの共同研究

で得られた知見により、いくつかは市場化にも至っている。バイオマスを利用した屋根用塗料は 2010
年に市販され、その他にも２－３年後の上市を目指して研究開発が進んでいる。また自ら他会社を立ち

上げ、製品化へのスピードアップを図っている。研究の深化を図ると共に、新市場の創出にも成功した。 

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

54535552最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

54535552最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金
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（５）追跡チャート（対象：研究代表者） 
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過

に添った研究成果および産業化の成果を図示した。また、それらの転換点において影響を与えたと考え

られる促進要因、阻害要因、外的要因を具体的に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術面では、事業期間中のセルロース－フェノール重合体創出というプラス要因から始まり、続いて

油脂を原料にグリーンナノコンポジットを創製し発展を続けた。事業期間終了後も引き続き天然由来の

新規高分子を開発し循環型化学工業の構築に貢献している。欧米のグリーンサステイナブルケミストリ

ー推進の機運を受け、日本でも資金投入され産官学共同で技術開発が行われている。2008 年からスタ

ートしたNEDOのグリーンサテイナブルケミカルプロセス基盤技術開発プログラムの資金を2010年か

ら得ている。事業期間中から多方面の事業者と共同研究を行っており応用研究が進んでいる。2008 年

には経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業からベンチャー企業であるバイオベース（株）に実用化

資金を得ている。2007 年には日本ポリグル(株)と共同開発した水質浄化剤の実地検討をバングラディッ

シュで行うなど世界市場を視野に引き続き開発研究を行っている。 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

試作
作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞・
学会設立

基盤技術
公開

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

産業化

特許出願
登録

新製品

普及

新分野創出
産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間

基盤技術
普及

新知見
公表*

*著名雑誌（Nature、Science、Cell)への公表

海外で技術指導
日本ポリグルはバングラ
ディッシュで簡易浄化シス

テムの技術指導を行う

バイオビジネス
コンペJAPAN最

優秀賞

グリーンサステイナ
ブ ル ケ ミ ス ト リ ー
ネットワーク発足

JST戦略的創造研究推進
事業資金獲得

NEDO
資金獲得

経済産業省資金獲得
実用化資金

ベ ン チ ャ ー
企業の設立

ヨハネスブルグ宣言
持続可能な開発に関
する世界首脳会議

NEDO資金獲得

バ イ オ マ
ス 利用塗
料の発売

酵素を触媒として利用するこ
とによりポリマーを合成する
研究の開始

人工ウルシオール
の研究の中止
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５．有識者コメント 
 
近年、CO2 排出増加に伴う地球温暖化、有資源である石油から生産されたプラスチックによる環境汚

染など、世界は大きな問題に直面している。この問題を解決するためには、石油に代わる省資源で環境

にやさしく、かつ、高エネルギーを必要としない常温、常圧下での新規製造法、新規材料の開発が必要

となる。本研究は植物由来の天然高分子であるセルロース、リグニン、ポリペプチド、植物油脂などを

原料とし、これに生体関連触媒を組み合わせることにより、全く新規の実用的高分子新素材開発に成功

した。この成果は、産業的にも社会的にも大きな貢献が期待されるとともに、その波及効果も幅広いも

のとなる。具体的には、酵素モデル錯体を用いた人工リグニンへの酸化カップリング制御法を発見し超

高分子量ポリマーを創出した他、酸化酵素を用いたポリペプチドへのフラボノイドのコンジュゲート化、

リパーゼによる油脂成分を側鎖にもつ硬化性ポリマーの合成など、精力的に新規素材を完成させた。本

基礎研究推進事業による研究が終了した後も、植物油脂エポキシ化樹脂を発展させた塗料用樹脂の開発、

ポリ乳酸ナノファイバー不織布を補強材とした透明性に優れるフィルム材料の開発、ポリ乳酸をポリオ

ールにする液体化技術と植物ウレタンの開発など、産業化に向けてその基盤を確実に強化している点は

高く評価できる。また、これらの成果を基とした特許出願も積極的に進めており、今後の産業化が大い

に期待される。 
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６．成 果 論 文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
 
１）研究者ランキング 

順位 件数 著者 
1 56 Uyama, Hiroshi 

2 47 Kobayashi, Shiro 

3 32 Zhang, Lina 

4 31 Funaoka, Masamitsu 

5 29 Kim, Seon Jeong 

5 29 Larock, Richard C. 

7 27 Kim, Sun I. 

8 24 Kao, Weiyuan John 

9 19 Petrovic, Zoran S. 

10 17 LU, YONGSHANG 

注１：太字、研究班 

注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 
内容 検索

式 件数 検索式（CA） 

ポリマー 
2000年以降 

L1 941,760 S (POLYMER# OR POLYMN OR 37/CC) AND PY>=2000

酵素 L2 1,359,24
5 

S LIPASE OR AMYLASE OR ENZYMATIC OR 
TYROSINASE OR PEROXIDASE OR ENZYMIC OR 
OXIDASE OR BIO(W)BASE# OR CROSSLINK? OR 
NETWORK? OR RECYCL? 

物質名 L3 912,411 S NATURAL(3A)(OIL OR FAT#) OR LIGNOPHENOL? 
OR POLYPHENOL? OR PEPTIDES OR ZEINS OR 
GELATINS OR COLLAGENS OR CHITOSAN OR 
GELATIN OR CATECHIN OR LIGNIN OR (SOYBEAN 
OR CASTOR OR PALM OR GLYCERIDIC)(W)OIL# OR 
GLUTAMIC(W)ACID 

 L4 10,295 S L1 AND L2 AND L3 
特許を除外 L5 4,323 S L4 NOT P/DT 

 
２）主要成果論文数 
事業期間中の主要論文数 

年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 
海外誌 0 7 8 21 10 46 
国内誌 0 1 1 0 1 3 

（出典：終了時の研究成果報告書） 

 

事業終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 25 29 8 1 6 3 67 
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国内誌 6 7 9 15 11 5 53 
 
 
３）被引用上位 10 論文の被引用数 

事業前（～1999） 事業中（2000～2004） 事業後（2005～） 
953 857 218 

 
４）被引用数上位 10 論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業の期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を

緑で示した。 
順位 論文

No. Year Title Authors Journal, Vol. 引用
数

1 32 2001 Enzymatic polymerization Kobayashi S. , et alChemical 
Reviews,101 381

2 138 2005 
Tyrosinase inhibitors from natural and 
synthetic sources: Structure, inhibition 
mechanism and perspective for the future 

Kim Y.-J., et al 
Cellular and 
Molecular Life 
Sciences,62 

89

3 68 2002 Polymerization of cyclic imino ethers: From its 
discovery to the present state of the art Kobayashi S., et al 

Journal of 
Polymer 
Science, Part A: 
Polymer 
Chemistry 

71

4 22 2000 
Lipase-catalyzed degradation of polyesters in 
organic solvents. A new methodology of polymer 
recycling using enzyme as catalyst 

Kobayashi S., et al Biomacromolec
ules 59

5 60 2002 
Kinetics of the ring-opening polymerization of 
6-, 7-, 9-, 12-, 13-, 16-, and 17-membered 
lactones. Comparison of chemical and 
enzymatic polymerizations 

Duda A., et al Macromolecules 56

6 84 2003 Green nanocomposites from renewable 
resources: Plant oil-clay hybrid materials Uyama H., et al Chemistry of 

Materials 51

7 8 2000 
Lipase-catalyzed enantioselective 
copolymerization of substituted lactones to 
optically active polyesters 

Kikuchi H., et al Macromolecules 50

7 18 2000 A new crosslinkable polyphenol from a 
renewable resource Ikeda R., et al 

Macromolecular 
Rapid 
Communication
s 

50

9 67 2002 Peroxidase-catalyzed oxidative polymerization 
of bisphenols Uyama H., et al. Biomacromolec

ules 48

10 99 2004 
PH dependence of polypseudorotaxane 
formation between cationic linear 
polyethylenimine and cyclodextrins 

Choi H.S., Ooya et 
al  Macromolecules 46
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５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（10 件）の引用数の年次推移を、事業期間中および終了後に分けて示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10 件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 

 
 

引用分野（％）

36.0

28.0

15.0

10.0

4.0
材料科学

化学

生化学、遺伝学、分子生物学 

化学工学

薬学、毒性学、薬剤学

物理、天文学 

農学、生物学

工学

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

32

138

68

22

60
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７．実用化データ 
１）特許出願リスト 
公開番号 

または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 
権利者名 発明者・考案者 出願

日

特開
2010-260952 多孔質体 国立大学法人大阪

大学 宇山浩ほか 2009
5/7

特開
2010-208983 

バニラ豆のリパーゼ阻害活性増強方
法、およびリパーゼ阻害剤 

長岡香料株式会社
公立大学法人大阪
府立大学 

杉本圭一郎  辻泰
宏 中川一弥 乾博
宇山浩 

2009
3/10

特開
2010-144091 ポリマーの表面を加工する方法 

国立大学法人大阪
大学 財団法人大阪
産業振興機構 

宇山浩 辻本敬 北
川知 北川偉之 岡
達也 

2008
12/19

特開 2010-95826 

繊維の製造方法ならびに製造装置、
触媒層の製造方法、導電性繊維およ
び固体高分子形燃料電池用膜電極接
合体 

旭硝子株式会社 寺田一郎  小寺省
吾 藤井勝也 渡部
浩行 宇山浩 松原
千恵 

2008
10/17

特開 2010-95825 繊維の製造方法および触媒層の製造
方法 

旭硝子株式会社 寺田一郎  小寺省
吾 藤井勝也 渡部
浩行 宇山浩 松原
千恵 

2008
10/17

特開 2010-75880 ヒ素含有被処理水の浄化処理方法 日本ポリグル株式
会社 

宇山浩 単錦宇 矢
野友海 

2008
9/26

特開 2010-13336 金属の単結晶を製造する方法 国立大学法人大阪
大学 

宇山浩  バヌカレ
ダ 

2008
7/7

特開
2009-225853 

ポリビニルアルコールとポリ（γ－グ
ルタミン酸）塩との複合ゲルの製造
方法 

国立大学法人大阪
大学 国立循環器病
センター総長 

宇山浩 単錦宇 山
岡哲二 2008

3/19

特開
2009-221116 

天然素材の抗酸化作用および／また
はリパーゼ阻害活性を増強させる方
法、ならびに当該活性が増強された
天然素材 

長岡香料株式会社
国立大学法人大阪
大学 公立大学法人
大阪府立大学 

杉本圭一郎  高石
泉 中川一弥 宇山
浩 乾博 

2008
3/13

特開 2009-73861 シクロデキストリン類を含むポリ γ
グルタミン酸誘導体 

国立大学法人大阪
大学 株式会社ジェ
ノラック BL 株式
会社バイオリーダ
ース 

宇山浩  小山内靖
成文喜 2006

5/9

特開 2009-30017 （メタ）アクリル酸エステル系ポリ
マーを液体に溶解する方法 

国立大学法人大阪
大学 財団法人大阪
産業振興機構 

宇山浩 米田伸也 2008
5/7

特開 2009-24058 ポリ乳酸樹脂組成物およびポリ乳酸
樹脂用添加剤 

バイオベース株式
会社 国立大学法人
大阪大学 

寺田貴彦 宇山浩 2007
7/18

特開
2008-280638 

ポリマーから形成される繊維を含む
形成物を変形させる方法 

国立大学法人大阪
大学 財団法人大阪
産業振興機構 

宇山浩 米田伸也 2007
5/9

特開
2008-274068 リグノフェノール－ポリ乳酸複合体

国立大学法人大阪
大学 独立行政法人
科学技術振興機構 

宇山浩  元木浩二
尹一男 舩岡正光 2007

4/27

特開
2008-253256 

ポリフェノール類の重合体、並びに
これを含有した抗酸化剤およびリパ
ーゼ阻害剤 

長岡香料株式会社
国立大学法人大阪
大学 公立大学法人
大阪府立大学 

杉本圭一郎  高石
泉 中川一弥 宇山
浩 乾博 

2008
3/13

特開
2008-243420 

フッ素系不織布の製造方法、フッ素
系不織布、固体高分子形燃料電池用
固体高分子電解質膜および膜電極接
合体 

旭硝子株式会社 宇山浩 松原千恵 
小寺省吾 寺田一郎

2007
3/26
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公開番号 
または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 

権利者名 発明者・考案者 出願
日

特開
2008-243419 

フッ素系不織布の製造方法、フッ素
系不織布、固体高分子形燃料電池用
固体高分子電解質膜および膜電極接
合体 

旭硝子株式会社 

宇山浩  松原千恵
小寺省吾  寺田一
郎 

2007
3/26

特開
2008-238134 

イオン交換性フィルタおよびその製
造方法 

国立大学法人大阪
大学 旭硝子株式会
社 

宇山浩  松原千恵
小寺省吾  寺田一
郎 

2007
3/29

特開
2008-169313 乾燥ゲル粉末の製造方法 DAP 株式会社 国立

大学法人大阪大学 
宇山浩 阪下好顕 2007

1/12
特開
2008-138129 アミラーゼ阻害剤 国立大学法人大阪

大学 宇山浩 2006
12/4

特開 2008-69299 可塑化ポリ乳酸組成物 
太陽化学株式会社
国立大学法人大阪
大学 

宇山浩  土井幹雄
高瀬嘉彦  大久保
勉 

2006
9/15

特開 2008-38271 ナノファイバー集合体 
太陽化学株式会社
国立大学法人大阪
大学 

宇山浩  西尾俊彦
大久保勉  石垣正
一 

2006
8/3

特表
2008-503564 

ポリガンマグルタミン酸-ビタミン
複合体及びその用途 

バイオリーダーズ
コーポレーション
BIOLEADERSCO
RPORATION コリ
アリサーチインス
ティテュートオブ
バイオサイエンス
アンドバイオテク
ノロジー 

スンムンヒ  パク
チュン  キムソク
チャン  パクキュ
スン  ウヤマヒロ
シ プハリャン ソ
ンチェジュン 

2005/
3/4 

特開
2007-302718 繊維強化複合材 国立大学法人大阪

大学 
宇山浩 景山弘 2006

5/8

特開
2007-297360 

ハイドロゲル、その製造方法および
その用 

井原水産株式会社
国立大学法人大阪
大学 

宇山浩 森一生 2006
5/8

特開
2007-291287 アレルゲン抑制化合物 

国立大学法人大阪
大学 独立行政法人
科学技術振興機構
積水化学工業株式
会社 

舩岡正光  宇山浩
藤原昭彦 2006

4/27

特開
2007-291034 新規酵素阻害剤 

国立大学法人大阪
大学 独立行政法人
科学技術振興機構 

宇山浩 舩岡正光 2006
4/26

特開
2007-230871 刺激応答材料 

国立大学法人大阪
大学 チッソ株式会
社 

宇山浩 吉田尚之 2006
2/27

特開 2007-23079 架橋性タンパク質およびその製造方
法 

国立大学法人大阪
大学 株式会社クラ
レ 

宇山浩 金榮鎭 長
尾昌浩 2005

7/12

特開
2007-112785 

ポリガンマグルタミン酸を有効性分
として含有するヒアルロニダーゼ阻
害剤 

バイオリーダーズ
コーポレーション
BIOLEADERSCO
RPORATION 

サンムンヒ  パク
チュン  チョイジ
ェチュル  ウヤマ
ヒロシ  パクソリ
ム 

2006/
1/10

特開
2006-342270 有機無機ハイブリッド 

国立大学法人大阪
大学 独立行政法人
科学技術振興機構 

宇山浩 景山弘 舩
岡正光 2005

6/9

特開
2006-307004 

ポリアミノ酸を構成成分とするハイ
ドロゲル 

国立大学法人大阪
大学 チッソ株式会
社 

宇山浩 吉田尚之 2005
4/28
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公開番号 
または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 

権利者名 発明者・考案者 出願
日

特開
2006-304708 

アレルゲン抑制化合物及びその製造
方法 

積水化学工業株式
会社 国立大学法人
大阪大学 

宇山浩 藤原昭彦 2005
4/28

特開
2006-241331 硬化性油脂組成物 国立大学法人大阪

大学 
宇山浩 景山弘 2005

3/4

特開
2005-289860 

ポリアミン－ポリフェノールハイブ
リッドを含有する抗菌性歯科用組成
物 

サンメディカル株
式会社 

小里達也  宇山浩
栗沢元一  鄭主恩
上村渉 

2004
3/31

特開
2005-200494 多糖ハイドロゲル及びその製造方法

国立大学法人京都
大学 

宇山浩 栗沢元一 
鄭主恩 小林四郎 

2004
1/14

特開
2005-139124 

シルセスキオキサン－ポリフェノー
ルハイブリッド 

チッソ株式会社 宇山浩  小林四郎
栗沢元一 鄭主恩 

2003
11/7

特開
2005-105249 

ポリアミン－ポリフェノールハイブ
リッド及びラジカル消去剤 チッソ株式会社 宇山浩 栗沢元一 

鄭主恩 小林四郎 
2004

3/1

特開 2005-75805 酵素阻害剤 国立大学法人京都
大学 

宇山浩  栗沢元一
鄭主恩 小林四郎 

2003
9/3

特開
2004-331804 

エポキシ化天然油および籠型構造を
有するケイ素化合物からなるハイブ
リッド樹脂 

チッソ株式会社 宇山浩 小林四郎 2003
5/7

特開
2004-277658 

架橋エポキシ化油脂複合材料、その
製造方法、および多孔性無機材料 

株式会社豊田中央
研究所 

宇山浩  小林四郎
中野充 臼杵有光 

2003
3/18

特開
2004-256596 
特許 3718718 号 

有機－無機ハイブリッドとその製造
方法 京都大学長 宇山浩 小林四郎 2003

2/24

特開
2004-244335 チロシナーゼ活性阻害剤 京都大学長 

宇山浩 金榮鎭 栗
沢元一 鄭主恩 小
林四郎 

2003
2/12

特開
2004-189797 反応性ポリエステル 東洋インキ製造株

式会社 
栗橋透  田中穂積
小林四郎 宇山浩 

2002
12/9

特開
2004-189796 導電性粒子 東洋インキ製造株

式会社 
栗橋透  田中穂積
小林四郎 宇山浩 

2002
12/9

特開 2004-35791 
特許第 3619874 

温度応答性ポリマー及び温度応答性
ゲル 京都大学長 宇山浩 小林四郎 2002

7/5
特開
2003-238664 

水溶性高分子を含有するフェノール
重合物 

三井化学株式会社 小林四郎  宇山浩
三田成良 

2002
2/15

特開
2003-138258 抗酸化剤 京都大学長 宇山浩 鄭主恩 栗

沢元一 小林四郎 
2001
11/7

特開
2003-137925 

ポリアミン－ポリフェノールハイブ
リッド 京都大学長 宇山浩  栗沢元一

鄭主恩 小林四郎 
2001

10/31
特開
2003-128783 ポリアミノ酸 京都大学長 宇山浩 福岡徳馬 

小林四郎 
2001

10/25

特開 2003-82092 シクロデキストリンを含有するフェ
ノール重合物 

独立行政法人産業
技術総合研究所 

小林四郎  宇山浩
竹内和彦  三田成
良 田脇新一郎 

2001
9/14

特開 2003-26817 ビニルポリマーの架橋方法 東洋インキ製造株
式会社 

池田良平  小林四
郎 宇山浩 

2001
7/13

特開
2002-293892 ４－置換フェノール共重合物 

独立行政法人産業
技術総合研究所 三
井化学株式会社 

小林四郎  宇山浩
三田成良 2001

3/29

特開
2002-194076 

硬化性樹脂組成物およびその製造方
法 

独立行政法人産業
技術総合研究所 財
団法人化学技術戦
略推進機構 

池田良平  小林四
郎 宇山浩 2000

12/27

特開
2002-155132 ４－置換フェノール重合物 

独立行政法人産業
技術総合研究所 三
井化学株式会社 

小林四郎  宇山浩
三田成良  田脇新
一郎 

2001
3/29
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公開番号 
または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 

権利者名 発明者・考案者 出願
日

特開
2001-316466 ポリエステルの製造方法 東洋インキ製造株

式会社 
小林四郎  宇山浩
池田良平 

2000
5/10

特開
2001-316465 ポリエステル 東洋インキ製造株

式会社 
小林四郎  宇山浩
池田良平 

2000
5/10

特開
2001-316464 ポリエステル 東洋インキ製造株

式会社 
小林四郎  宇山浩
池田良平 

2000
5/10

特開
2001-261817 

樹脂およびその製造方法 経済産業省産業技
術総合研究所長 財
団法人化学技術戦
略推進機構 

池田良平  小林四
郎 宇山浩 

2000/
3/14

特開 2001-81185 フェノール重合物 
工業技術院長 財団
法人化学技術戦略
推進機構 

小林四郎  宇山浩
小口貴久  三田成
良 

2000
7/17

特許 4516152 号 凝集沈澱処理方法 

国立大学法人大阪
大学、独立行政法人
産業技術総合研究
所、株式会社水処理
技術研究所 

落合壽昭 宇山浩、
木内正人、見並勝
佳、久保惠裕 

2009/
9/8

WO2009-225853 固体高分子形燃料電池用電極、膜電
極接合体および触媒層の製造方法  小寺省吾ほか 

WO2008-023818 繊維及び繊維の製造方法  阿部啓子ほか 

WO2008-029527 ポリエステルポリオール 

Bio－energy 株式会
社 国立大学法人大
阪大学 関西化学機
械製作株式会社 

宇山浩 尹一男 辻
本敬 野田秀夫 寺
田貴彦 

2007
年 3
月 8

日

WO2007-129746 コレステロールアミン導入ポリ－γ
－グルタミン酸誘導体 

国立大学法人大阪
大学 株式会社ジェ
ノラック BL 株式
会社バイオリーダ
ース 

宇山浩  小山内靖
成文喜 2007

5/9

WO2007-129681 形状記憶樹脂 国立大学法人大阪
大学 

宇山浩 景山弘 辻
本敬 

2007
4/26

WO2007-114017 乳酸発酵液からの乳酸成分の分離方
法および分離装置 

Bio－energy 株式会
社 国立大学法人大
阪大学 

宇山浩  野田秀夫
寺田貴彦 2007

3/8

WO2007-034795 γ－ポリグルタミン酸架橋物及びそ
の製造方法 

株式会社ジェノラ
ック BL 株式会社
バイオリーダース
国立大学法人大阪
大学 

宇山浩  瀬脇智満
小山内靖  岩本美
絵 崔在チョル 朴
清 成文喜 

2006
9/19

WO01/702 
特許第 3760406
号 

樹脂組成物およびその製造方法 独立行政法人産業
技術総合研究所 東
洋インキ製造株式
会社 

池田良平  小林四
郎 宇山浩 

2000/
6/28

PCT/JP2007/051
263 

シクロデキストリン類を含むポリ γ
グルタミン酸誘導体  宇山浩ほか 

WO 2006001567 
Cosmetics Containing 
poly(g-glutamic acid)-Vitamin 
Complexes 

 宇山浩ほか 
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２）実用化リスト 
・屋根用弱溶剤 2 液型バイオマスウレタン樹脂塗料 
「バイオマス R」水谷ペイント株式会社、2010 年 11 月発売 

 
・バイオベース株式会社設立 

未利用のバイオマス資源をポリ乳酸などの物質に変換する菌体、技術、システム、プラントを開発、

販売するベンチャー企業を 2006 年 10 月に立ち上げた。2007 年に Bio-energy（株）と共同でポリ乳

酸と植物油脂とを反応させて植物由来のウレタンフォームを製造することに成功した。実証試験を加

速し、実用化を目指す。 
 
・凝集剤を用いた効率的な浄水処理技術の開発 

2009 年に（株）水処理技術研究所との共同開発により、凝集剤を用いた浄水処理技術を開発した。

実用化に向けた実証研究を進めている。 
 

・ポリ乳酸改質剤向け植物由来ポリグリセリン脂肪酸エステル（PGFE）の開発 
太陽化学（株）と共同で植物由来ポリグリセリン脂肪酸エステル（PGFE）がポリ乳酸の可塑性や、

耐熱性を向上させる新たな機能を持つことを見出し、「チラバゾール VR-01」、「チラバゾール VR-05」
の２グレードを開発して、シート成形時の透明性向上などの改良を進めている。 

 
・天然高分子キトサンの応用開発を推進している北海道曹達は、共同研究で新規乳化剤の有効性が解明

したことにより、化粧品メーカーのピアス（本社・大阪市北区）と、乳化能とゲル化能を併せ持つ化

粧品用新規乳化剤の開発に成功した。 
 
・ダニアレルゲンを不活性化するポリマーの開発 

積水化学工業と共同で、ダニアレルギーを効果的に不活性化するポリマーを 2005 年に開発した。

アレルゲンとなるダニの糞や屍骸を吸着、包み込むことで不活性化させる。不活性化機構の解明のほ

か繊維製品などの生活関連素材への添着加工法など開発、実用化を目指している。 
 
・ヒ素汚染水の浄化技術の開発 

汚水処理を手掛ける日本ポリグル（大阪市）との共同研究により地熱発電所や鉱山などから出るヒ

素汚染水を、簡便で安価に排水基準以下まで浄化できる技術を開発した。2008 年 6 月、砒素除去 PGA
日本ポリグル（株）から市場化。 
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（付記）主な調査参考資料 
1．宇山研究室ホームページ http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/~uyamaken/ 
2．水谷ペイントホームページ http://www.polyma.co.jp/ 
3．菱みず バイオマス R 発売記念号、社報 2010.11.16 
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第 4 節 ダイオキシン類の微生物分解系を用いた環境修復のための基礎研究 
  

 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：大森 俊雄、実施期間：平成 12 年度－16 年度 

中課題名 所属（事業当時） 研究者 

②-1 ダイオキシン・ベンゾフラン分解酵素群の機能構造

解析と遺伝子伝播機構の解明 
東京大学 大学院生物生産

工学研究センター 野尻秀昭 

① ダイオキシン分解酵素の改変体の作製と機能解析 芝浦工業大学 大学院工学

研究科 大森俊雄 

東京大学 大学院生物生産

工学研究センター 野尻秀昭 
②-2 ダイオキシン分解系遺伝子群の異種微生物間での伝

播機構の解明 東京大学大学院 大学院生

物工学研究センター 羽部浩 

③ 
コプラナ－ポリ塩化ビフェニル分解の応用を目指し

たクメン分解酵素群の機能構造解析とダイオキシン

類分解酵素の分子モデリング 

東京大学大学院農学生命科

学研究科 若木高善 

ヒアリング協力者 大森 俊雄 現所属 芝浦工業大学 
ヒアリング実施日：平成 22 年 12 月 14 日 

 
 
１．研究の背景と位置付け 
 
 ダイオキシン類である dibenzo-p-dioxin はアフラトキシン B1 以上の強力ながん原性物質として、ま

たジベンゾフランはカネミ油症の原因物質としてよく知られている。本研究事業の背景には、ダイオキ

シン類による土壌汚染の処理法の開発・改良があった。一般に、ダイオキシン類による土壌汚染処理に

は、物理学的、化学的、生物学的な処理法があり、このうち微生物分解による生物学的処理がコスト的

に最も安価であることが知られている。しかし、ダイオキシン類の汚染に対する微生物的環境浄化の手

法が未だ明確に確立されていないため、本研究事業では、ダイオキシン類の高分解能酵素をもつ微生物

を探索し、その分解酵素群の分子レベルでの機能解析と結晶構造解析を行うことにより高機能酵素を特

定し、ダイオキシン類の高分解能をもつ細菌（微生物）の作出を目指した。 
 
２．研究の展開 
 研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
 

研究の方向として基礎研究の深化を最も強く意識し

て研究開始から現在まで取り組んでいる。事業終了後

には、生物関連産業の新技術創出や国際展開にも方向

性を置いており、今後は農林水産現場の新技術開発及

び新製品の創出にも注力していく。 

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心・安全な生活環境
の整備

土壌や河川・海洋の微生物による汚染浄化という新たなパラダイムを構築

効率的ダイオキシン分解系の構築と汚染処理技術を確立

ダイオキシン類の新規分解菌の発見と単離 化学物質汚染地域での実用化研究

日本各地からダイオキシン類であるカルバゾールを
分解する新たな細菌を発見。

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

海洋を含む国内の化学物質汚染環境の浄化 アジアを中心とした世界の汚染環境の浄化

細菌のダイオキシン類
の分解酵素系を解明
し、それらの分子構造
解析・分子デザイン、
および自然界での存
在・挙動解析をもとに
した効率的な汚染浄
化手法を確立。

分解酵素の結晶構造解析・分子モデリング ダイオキシン類分解系の遺伝子解析・存在形態の解析

ダイオキシン類分解遺伝子群の自然界での挙動解析高分解能酵素のデザインと機能・構造解析

細菌のダイオキシン類分解酵素系の解明細菌のダイオキシン類分解酵素系の解明

ベトナムの
ダイオキシ
ンや除草剤
の分解菌を
単離し、汚
染地域の環
境浄化を目
指して共同
開発実施。

夢
生活や病気に貢
献できる新技術

を構築し、基礎へ
掘り下げる

採取地点 菌株 相似性（％） もっとも近似した菌種

神奈川 OC3 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
新潟 OC4 99 Erythrobacter  sp. strain JL-316
新潟 OC5 98 Hyphomonas jannaschiana
新潟 OC5S 99 Sphingosinicella microcystinivorans
兵庫 OC6 97 Caulobacter  sp. strain MCS23
兵庫 OC6S 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
富山 OC7 99 Lysobacter  sp. strain C3
山口 OC8S 99 Erythrobacter  sp. strain 2216.25.25
福岡 OC9 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
静岡 OC10 97 Caulobacter  sp. strain MCS23
千葉 OC11 99 Terrabacter sp. strain P27-11
千葉 OC11S 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
沖縄 OC12C 94 Hyphomonas neptunium ATCC 15444
沖縄 OC13S 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
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基礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもと

にして俯瞰的に図に記した。 
 
 
 
 
 
・ 
 
 

基礎研究推進事業期間中（2000－2004） 

基礎研究推進事業終了後（2004－現在）

Carbazole（CAR)資

化菌の探求 

pcaD の遺伝子産物は

hydroxylase 活性を所有 

Dimethyl sulfide 

(DMS) 資 化 菌

CumCumA、CumB、

CumC、CumD の解析 

CARDO-O、CARDO-F などの構造を解

析して、基質結合部位の変換体作出の

ための基礎を構築、この結合部位のア

ミノ酸配列が野生株と変異株で相違あ

ることを解明 

CAR 資化菌の CARDO 結晶構造解析と

CAR 以外の資化菌の開発 
タバコ・シロイヌナズナ植物体における

Car 酵素の高発現体の開発 

土壌や大気の難分解性化合物に適用

できる植物分解体の作出 

Cumene（Cum)資化

菌の探索 

Dibenzofuran/Fluorene 

(D/F)資化菌の探索 

SfnF の遺伝子産物は

monooxygense 活性を

所有 
CumA1A2 複合体と CarAa は同じ

dioxygenase 活性をもつ分解酵素と解析 

CAR 資化菌のプラスミッド pCAR1、

pCAR2、pCAR3 の発見と伝播路の

解析 

pCAR1 と pCAR2 は IncP ファミーで、

他の Pseudomonas 属にも伝播 

CAR 海洋性資化菌の開発 

Lactobacter sp. OC7 や OC9 な

ら び に 、 Neutumiibacter sp. 

CAR-SF などの開発と解析

Carbazole 1,9a- dioxygenase 

(CARDO）の CarAa、CarAc、

CarAd の解析 

そ の 他 の 化 学
物質による資化
菌の探索 

広範囲な難分解性化合物に適用できる分解菌作出 

環境中（河川、水、土壌、海水）の難分解性化合物における生物的処理法の開発と応用 

特開 2006-238794、新規微生物、該当新規微生物を用いた廃水処理方法及び廃水処理装置（東京瓦斯） 

特開 2007-215403、微生物を用いた環境汚染物質の分解（アサヒビール） 

特開 2008-307459、海水由来微生物による汚染海水浄化方法（芝浦工大） 

特開 2009-50224、環境汚染物質分離能を有する海水由来菌及びその単離方法、及び環境汚染物質分離方法（芝浦工大） 

特開 2009-208007、廃水処理方法及び廃水処理装置(東京瓦斯） 

特開 2009－2348551、有機廃棄物の堆肥化方法（日本ライフセンター） 

特開 2010-46026、アンモニア生産方法（芝浦工大） 

Pesudomonas resinovoranns CA10、Janthiobacterium sp. J3、Terrabacter sp. DBF36 の各株から、CaｒAa の結晶構造を世界で初めて

明らかにして、dioxygenase がもつ核間二水酸化酵素は dioxin や carbazole の核間二水酸化反応、naphthalene や biphenyl の末端二

水酸化反応、ならびに fluorene や dibenzothiophene の一酸素原子添加反応を行う機構を解明、以上の反応に伴う電子伝達系 

をも解明した。今後、以上の微生物が難分解性化合物を広範囲に分解するために、CarAa 酵素の基質結合部位の改変が必要 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的  
本研究事業の目的は、難分解性化合物であるダイオキシン類、つまりダイオキシン、ジベンゾフラン、

コプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCBs）を対象として、細菌における分解酵素群の機能解析と X 線

結晶構造解析、ならびにこれらのプラミド上にある分解酵素群の遺伝子伝播機能を解析することとした。

また、ダイオキシン類の高分解能をもつ細菌（微生物）を開発・改良することも目的とした。以下に、

その具体的な研究内容を示す。 
 
 

（２）研究内容 
１）ダイオキシン、ジベンゾフラン分解系酵素群の機能構造解析と遺伝子伝播機能の解析 
・ダイオキシン分解系酵素群の X 線結晶構造の解析と機能改変として、CarAa、CarAc、CarC、

Car/Dbf、CarA:CarC 複合体の結晶構造の解析を実施した。 
・ダイオキシン分解系酵素群の異種微生物間での伝播機構の解明として、ダイオキシン分解プラス

ミドの全塩基配列の決定と性状解析、ならびに car 遺伝子群ホモログの遺伝子解析と新規ダイオ

キシン分解系酵素の機能解析を実施した。 
 

２）ダイオキシン分解系酵素の改変体の作製と機能解析 
・CarAa 改変体のデザインと、造成・分解能評価を実施した。 
 

３）Co-PCBs 分解への応用をめざしたクメン分解酵素群の機能・構造解析とダイオキシン類分解酵素

の分子モデリング 
・Pseudomonas fluorescens IP01 株のクメン分解酵素群の X 線結晶構造解析と機能解析として、

CumA1-CumA2、CumB、CumC、CumD の結晶構造解析とその機能評価、ならびに変異体の

作製とその機能評価を行った。 
・コンピュータ解析によるダイオキシン類分解系酵素の構造活性相関と分子モデリングとして、分

解酵素の構造・機能相関解析、基質結合シュミレーション・相互作用解析ツールの開発を実施し

た。 
 
・本研究事業で扱ったダイオキシン類を分解する酵素群の大部分がプラスミド上にコードされてい

る。この遺伝子群であるクメン分解酵素、カルバゾール分解酵素、ジベンゾフラン/フルオレン

(FN)分解酵素、硫化メチル分解酵素について、これらの遺伝子機能と X 線結晶構造を解析した。

なお、本研究事業では、実際の接合伝播頻度、この頻度に及ぼす影響因子、分解菌の土壌投与後

の挙動についても検討した。 
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（３）主な成果 
1）カルバゾール分解酵素（Car)の解析 
ダイオキシン分子に対する初発酸化酵素の酸化酵素コンポーネント（CarAa）が酸化反応を行うには、

フェレドキシン（CarAc）から電子を受け取ることが必須であるが、これらの分子の結晶構造解析に

成功し、相互作用と電子伝達機構を明らかにした（図１）。 
 
・カルバゾール(CAR)資化菌として、Pseudomonas resinovorans CA10、Sphingomonas sp.株 KA1

と Nocardioides aromaticivorans IC177 を発見した。これらのカルバゾール分解過程では、カル

バゾールが 2'-アミノビフェニル-2,3-ジオールを生成した。この分解過程には、カルバゾール 1,9a-
ジオキシゲナーゼ(CARDO)が関与し、その分解遺伝子群は CarAa、CarAc、CarAd であった。

これらの分解遺伝子群は、カルバゾールだけではなく、ダイオキシン化合物、多環芳香族炭化水

素類も分解するが、ダイオキシン骨格の両芳香環に塩素置換を有する 2,7-DCDD に対する酸化分

解能は全くなかった。広範囲の分子を資化する微生物を構築するには、各分解酵素における基質

ポケット内の空間を拡大することが必要であることが示唆された。 
 
・ダイオキシン分解酵素であるカルバゾール 1,9a-ジオキシゲナーゼ(CARDO)は、300 種類以上も

ある細菌(微生物）由来の Rieske non-heme iron oxygenase systems（ROS)の 1 つである。この

CARDO は 3 つのタンパク質、CarAa、CarAc、CarAd で構成されていた。また、これらの酵素

の機能と X 線結晶構造解析を行い、CarAa-CarAc 複合体は高い電子伝達系の複合体であり、こ

れがフェレドキシン選択性を決定していることを明らかにした。 
 
・CARDO は、カルバゾールの核間二水酸化反応を触媒する。この反応は様々な細菌株において、

最初の分解反応（初期段階）としてみられる。その機構は、カルバゾールの C1 と C9 の位置を

二水酸化し、さらにダイオキシンの核間に水酸化反応も行うことを明らかにした。この核間二水

酸化反応として、カルバゾールとジベンゾ-p-ダイオキシン、また末端二水酸化反応としてアント

ラセン、一酸素原子添加反応としてフルオレンと硫化物や硫黄の酸化を行うことを明らかにした。 
 
・ダイオキシン分解系カルバゾール遺伝子群は、2 つの巨大プラスミド（pCAR1、pCAR3）とト

ランスポゾンの働きでグラム陰性細菌間を伝播することを明らかにし、これらのプラスミドゲノ

ムの全ゲノム配列を明らかにした。 
 
２）クメン分解酵素（Cum)の解析 

トルエン、ナフタレンの分解菌は以前から知られていたが、新たにクメン分解菌の分解酵素群を

明らかにした。クメン、トルエン、ビフェニルの分解酵素群の各機能と、各結晶を作製して X 線構

造解析を行い、それぞれの機能を明らかにした（図１）。 
 
・Pesudomonas fluorescens IP01 株からクメン分解酵素群を精製して解析し、Cum の A、B、C、

D の機能を明らかにした。CumA は初期酸化に関与して、CumA1A2 複合体は dihydroxy diol
体を生成するジオキシゲナーゼであり、CumA3 はフェレドキシンの特異的電子供与体、CumA4
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はフェレドキシン還元酵素に相当していた。CumB は脱水素酵素としてジオール体からカテコー

ル体への変換、CumC はメタ開裂酵素としてカテコール体からメタ開裂体への変換、また CumD
は加水分解酵素としてメタ開裂体の加水分解体の変換にそれぞれ関与していた。なお、CumEFG
は上述の加水分解体からアセチル CoA を生成し、それを上記の資化過程における IP01 株のエネ

ルギー源としていることが明らかになった。 
 
３）ジベンゾフラン/フルオレン(FN)資化菌の解析 
・Terrabacter sp.株 DBF63 は、NF を分解して、フタル酸と 3,4-ジヒドロキシ安息香酸を経由し、

TCA サイクルの中間体を生成する。この NF や 3,4-ジヒドロキシ安息香酸の DBF62 菌液での分解

では、DBF 菌の pca オペロンが発現し、特に pcaD の遺伝子産物は β-keto-adipate enol-lactone 
hydroxylase であった。この pea 遺伝子群は細菌などに広く分布しているものと考えられた。また、

これらの酸化分解酵素群について、X線結晶構造解析を行い、酵素機能と構造活性相関を解明した。 
 
４）硫化メチル資化菌の解析 
・硫化メチル (DMS)資化菌として、Pseudomonas putida DS1 株の資化機構について解析した。DMS

代謝系オペロンである各 sfn 遺伝子ファミリーの機能を解析した結果、sfnF は NADH 依存性 FMN
還元酵素に、また sfnG は FMNH2依存性一酸素原子添加酵素に類似していた。さらに、sfnFG オ

ペロンは SfnR によって制御されることを明らかにした。 
 
５）タンパク質三次元構造予測法の開発 
・分解酵素と基質の複合体をモデリングし、酵素機能の解析を行うとともに、適切な立体構造テンプ

レートが得られない領域の構造予測を行うためのツールとして、フラグメントアセンブリ法に基づ

く ab initio タンパク質構造予測手法を開発した。 
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図１ 効率的ダイオキシン分解系の構築と汚染処理技術の確立 
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４．事業終了後の状況 
 
（１）研究発展状況 
本事業期間終了後も日本学術振興会から研究資金を得て難分解性環境汚染物質分解酵素創成のため

の新規メタ解裂酵素の構造と機能解析に関する研究を精力的に進め、特に海洋性微生物の中からカルバ

ゾールやジベンゾフラン資化菌を分離することに成功し、海洋汚染への対応を可能にした。また、家庭

排水から高温脱窒菌を分離し、東京ガスや東京都水道局と共同で環境問題への利用を視野に入れた研究

を行っている。さらに、ミャンマーと共同で環境浄化コンポストの実用化を行い、さらにはダイオキシ

ン実汚染土の浄化試験をアサヒビールと開始しその後ベトナム大学と共同で実証試験を行うなど、実用

化の面でもアジア諸国と共同で国際的に展開している。 
また、本事業の中課題代表研究者の 2 名はいずれも、生研センターの競争的研究資金を継続して獲得

し、本事業で得られた成果をさらに基礎研究や実用化に深めている。野尻氏は、その後「環境中での細

菌の環境汚染物質分解能を支配するプラスミド機能の解明」をテーマとして生研センターの基礎研究推

進事業若手研究支援型を平成 18 年に獲得し、ダイオキシン・カルバゾール分解 IncP-7 プラスミドを材

料として分解プラスミドを最適に利用する手法を明らかにしている。また、若木氏は「温室効果ガス抑

止のための窒素バイオマス再生・浄化システムの構築」のテーマで、荏原エンジニアリングサービス株

式会社や有限会社日本ライフセンターと共に、排水処理や堆肥作製過程における N2O 発生を抑制する

技術を開発している。 
 
1）大森氏らによる展開 
 難分解性化合物の分解菌は土壌、活性汚泥などから単離された陸生性のものがほとんど大部分であっ

て、海洋性の分解菌は少ない。海中菌源の海水濃縮、菌培地成分の改良・開発を行って、catbazole や

ジベンゾフランの海洋性資化菌を得ている。具体的には、カルバゾール資化菌である新種の Lysobacter 
sp. OC7 株や OC6 株は、従来の陸生性分解菌である Pseudomonas resinovorans CA10 株にあるカルバ

ゾール分解酵素のプローブを直接的に応用できないために、これを適用できるように、CA10 株のカル

バゾール分解酵素である 2 サブユニットメタ開裂酵素 CarBaBb を精製・結晶化して、その立体構造と

機能を解明した。つまり、以上の研究成果において、海洋性と陸生性の難分解化合物分解酵素における

構造と機能を比較すると、難分解化合物分解酵素における新たな変異酵素の創製が可能となる。 
 
２）野尻氏らによる展開 
 Carbazole1,9a-dioxygenase（CARDO)は、カルバゾールの核間二水酸化、多環芳香族化合物の末端

二水酸化、芳香族化合物分子内の methylene 炭素や sulfide sulfui の一水酸化を行うことを明らかにし

ている。以上の基質特異性の変化は基質結合ポケットの疎水表面の形状変化に伴って、基質の結合様式

が変化し、酵素活性中心部位に結合した酸素と最も近接した芳香環状の炭素原子が変化することを明ら

かにした。その後に、芳香族二酸素原子添加酵素である CARDO を用いて、大腸菌に酸化酵素と電子受

容体である ferredoxin を発現させて、この両者における電子伝達系の解明を行っている。また、野尻ら

は植物・微生物機能の融合による疎水性有機物汚染の新規浄化法の提案として、タバコ・シロイヌナズ

ナの植物体に Car 酵素の高発現体を選別して土壌からのカルバゾールなどの吸収・分解能を測定してい

る。 
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 難分解性化合物を分解する分解菌では、その分解酵素遺伝子群の多くは接合伝達プラスミッド上に存

在しているが、分解遺伝子群の宿主が変わると、その分解能や菌の生存力が変化して、従来の分解能を

発揮しないことが多い。このために、「環境中での細菌の環境汚染物質分解能を支配するプラスミッド

機能の解明」として、以下に示す 3 つの研究課題、つまりダイオキシン・カルバゾール分解系 IncP-7
プラスミッドにおける分布の解明、pCAR1 の環境中での動態モニタリング、ならびに pCAR1 と多様な

宿主細菌ゲノムとの特異的相互作用の解明を行った。その結果、難分解性化合物の分解能が高頻度に、

また長期に発揮する細菌宿主、つまりダイオキシン・カルバゾール分解酵素遺伝子の発現頻度の高い宿

主が選択され、その発現状態の機構を推測・解析している。 
 
3）若木氏らによる展開 
 強力な温室効果ガスである N2O は、排水処理、家畜排泄物処理、堆肥造りから発生するもと推測さ

れている。そのために、N2O の好気性脱窒素菌（バイオオーグメンターション）の開発・利用が望まれ

ている。好気性脱窒素菌である Pseudomonas stutzeri TR2 の単独培養、ならびに脱窒素菌の Ralstonia 
pickkettii K50 と放線菌の Streptomyces griceus の共同培養は脱窒素活性を高く示した。亜硝酸型脱窒

素による N2O 抑制防止排水処理システムの構築に貢献している。 
 
 
（２）新たな研究成果 
１）カルバゾール海洋資化菌の開発 
・従来、カルバゾール(CAR)分解微生物は河川、土壌や活性汚泥などの陸生性であった。海洋の生

物的環境浄化という観点では、陸生性 CAR 分解微生物は海洋には適用できないため海洋性の

CAR 分解微生物を海洋から探索した。CAR 分解菌を日本沿岸から採集し、海洋性 CAR 分解菌を

同定した。これらの 16S rRNA 遺伝子は以前に報告した陸生性 CA10、KA1 と IC177 とは別個の

ものであり（図１）、ユニークな CARDO をもっていた。 
 
・海洋性のカルバゾール(CAR)資化菌である Lysobacter sp.株 OC7 を海水から単離した。この OC7

は naphtharene や phenanthrene をエネルギーとして利用している。この遺伝子は ORF（open 
reading frame）関連遺伝子の 7 つのうち、4 つが既知 CAR 分解微生物と 40～50％類似していた

が、陸生性の carbazole 1,9a-dioxygenase 系に必要な carAc (フェレドキシン)と carAd (フェレド

キシン還元酵素)は欠損していた。この Lysobacter OC7 株は既に発見した Lysobacter OC6 株と

の雑種であった。OC9 株の多環芳香族炭化水素類やダイオキシン化合物の代謝において、carAaAc
は高活性を示していた。 

 
・海洋性カルバゾール(CAR)資化菌である Neutumiibacter sp.株 CAR-SF は、カルバゾールの炭素

や窒素を利用できる。この CAR-SF 株はカルバゾール分解過程の上流に位置する遺伝子群として、

carAa は carbazole 1,9a-oxygenase の末端酸化成分、carBb は meta-cleavage 酵素の大小のサブ

ユニットと、carC は meta-cleavage compound の hydroxylase を各々コードしている。carAc は
carAaBaBbC の下流にはない。この事実は、海洋性カルバゾール資化菌に関する最初の報告であ

る。 
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２）温室効果ガス防止の為の窒素バイオマス再生・浄化システムの構築 
・Lysobacter 株から、窒素固定やアンモニア生産菌を分離して、高アンモニア蓄積を生じた株を選

択した。このアンモニア蓄積には、培地にモリブデン、マグネシュウム、鉄が必要であった。 
 
・Geobacillus sp.株 TDN01 の硝酸塩に対する資化菌であることから、アンモニア生産量を調べた。

硝酸除去比はアンモンニア非共存下に比べて、アンモニア共存下で 12 倍の高値を示した。この

TDN01 株はコハク酸塩で培養すると、亜硝酸を蓄積した。 
 
３）カルバゾール資化菌の解析 
・カルバゾール資化菌の 27 株を分離して、これらのリボゾーム DNA を解析することで、14 群に

分類した。この資化菌株のいくつかは、Pseudomonas resionovorans CA10 と Pseudomonas sp. 
株 KA1 がもつ car 遺伝子と共通する遺伝子配列をもち、このうちの 2 菌株は Sphinogomonas sp.
株 CB3 の car 遺伝子と同じであった。 

 
４）カルバゾール分解植物のタバコ植物体・シロイヌナズナ植物体の開発 
・形質転換を利用して、Car 酵素の高発現株であるタバコ直物体の 6 株と、シロイヌナズナ植物体

の 7 株を選抜した。以上の選抜株は土壌中のカルバゾールを有意に減少させた。今後の課題とし

て、以上の選抜株がカルバゾール自身による生育阻害という問題を解消する必要がある。 
 
５）カルバゾール以外の資化菌に対する解析 
・Acenaphtharene（Arh)資化菌である Sphinomonas sp.株 A4 は、acenaphtharene を分解してエ

ネルギー源としている。この A4 変異株のいくつかは、acenaphtharene の初発酸化に絡む遺伝子

をコードし、ArhA3 は ferredoxin、ArhA4 は ferredoxin reductase をコードしていた。 
 
・Benzoate 資化微生物である Desutfotignum balticum は嫌気性条件下で benzoate を分解した。

ピルビン酸ではなく、benzoate で培養したとき、ABC transporter system と Ton B-denpendent 
receptors に関わる遺伝子が PCR で発現していた。さらに、benzoate 分解に絡む 3 つの遺伝子産

物について、これらのたんぱく質の N-末端鎖における解析結果から、Fe-S oxidoreductase、
electron tranfer flavoprotein である ETF ベータ サブユニットと、ETF アルファーサブユニッ

トであって、以上は benzoate 分解過程の上流で遺伝子調節を行っていた。 
 
・クメン(isopropylbezene)資化菌である Pseudomonas fluorescens IP01 株（CumC)は、クメン分

解過程において、2-hydroxy-6-oxo-7-methylocta-2,4-dienoate を水酸化する。Pseudomonas 
putida の Cum D と比べると、この IP０1 変異株のいくつかは、Ser 側鎖部位が変換することで、

この hydroxylase（Cum D）活性に高低がみられている。 
 
・クメン資化菌である Pesudomaonas fluorescens IP01(Cum DO)株からのクメン dioxygenase と

いう多複合体酵素系の末端酵素成分における結晶体を構造解析した。この構造は Pseudomonas 
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sp.株 NCIB9816-4 からの末端酸化酵素(NphDO)と類似していたが、CumDO の活性中心部位の

入口部分と、NphDO の入口部分とは異なっていた。 
 
・Dimethyl sulfide(DMS)資化菌である Pseudomonas putida DS1 株は硫黄源として、DMS を資

化できる。つまり、この株は、deimethyl sufoxide、dimethyl sulfone、methane sulfonate を経

由して、DMS を sulfite に分解する。この DMS 分解において、DMA の脱スルホン化は FMNH2-
依存性の一酸素添加酵素が必要であった。大腸菌での有機硫黄異化は、sulfate stravation 
response を介在している。この反応系のたんぱく質は sulfate、cysteine、thiosufate の硫黄源で

誘導される sufate stravation-induced proteins、つまり SSI proteins である。以上の事柄は大腸

菌で知られているが、Pesudomonas では別個のものと考えられる。 
 
６）CARDO の結晶構造解析 
・Janthiobacterium sp.株 J3 の CARDO-O の結晶構造を X 線解析した。この CARDO-O 構造は

ROSs の末端二水酸化酵素における成分の最初のモデルである。この CARDO-O の基質結合部位

は napthalene や diphenyl を触媒する酵素の酸化成分とは明瞭に異なっていた。 
 
・Carbazole 1,9a-dioxygenase (CARDO)は、CARDO-O、CARDO-F などからなって、このうち、

CARDO-O と、CARDO-F を結晶化して、その構造を X 線解析した。CARO-F の 3 つの分子が

CARDO-O の 3 量体分子のサブユニットに結合していた。この結合部位がカルバゾールと基質結

合した場合、この立体構造が変化するために、カルバゾールが多分取込まれる。 
 
・CARDO-O 結晶体のアミノ酸残基を調べた結果、このアミノ酸残基の変異株と野生株とは、異な

った生成物を示したが、CARDO-O 変異株の活性中心部位は基質によって、異なる結合様式を示

していた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 単離菌株の 16SrRNA解析 

図２ ベトナムの汚染地図
主なダイオキシンと除草剤汚染地域 

採取地 菌株 相似性（％） 最も近縁の菌種

神奈川 OC3 90 Kordiimonas gwangyangensis GW14-5
新潟 OC4 99 Erythrobacter  sp. strain JL-316
新潟 OC5 98 Hyphomonas jannaschiana
新潟 OC5S 99 Sphingosinicella microcystinivorans
兵庫 OC6 97 Caulobacter  sp. strain MCS23
兵庫 OC6S 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
富山 OC7 99 Lysobacter  sp. strain C3
山口 OC8S 99 Erythrobacter  sp. strain 2216.25.25
福岡 OC9 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
静岡 OC10 97 Caulobacter  sp. strain MCS23
千葉 OC11 99 Terrabacter sp. strain P27-11
千葉 OC11S 90 Kordiimonas gwangyangensis GW14-5
沖縄 OC12C 94 Hyphomonas neptunium ATCC 15444
沖縄 OC13S 90 Kordiimonas gwangyangensis  GW14-5
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（３）波及効果 
 
１）科学技術的波及効果 
土壌中における難分解性化合物の核間二水酸化反応を明らかにした。この分解プロセスにより、効率

の高い分解能をもつ酵素の発見、分解微生物の発見に基盤を構築した。また、本事業ではダイオキシン

類の分解機構に関わる多くのタンパク質の血漿構造解析を行った。さらに構造予測ツールは、コンピュ

ータ能力の進歩を考えると、近未来に実際の生命現象の予測に利用可能としている。具体的には、機能

解析が困難な機能未知遺伝子産物の機能予測に有効な情報を与えるものと考えられる。また、各種分解

酵素の X 線結晶構造解析の成功によって、「モデリング→改変体酵素作製→構造解析（モデリング）→
デザイン」のサイクルを繰返すことで、汚染物質の分解能を向上した酵素をもつ細菌の選抜達成が可能

となる。この分解酵素の機能－活性相関情報とその改変プロセスを利用して、農薬や医薬品の原料生産

に応用できる可能性もある。 
 
２）産業技術的波及効果 
本研究事業の成果をもとにして、事業終了後には好温菌である脱窒素菌の研究が進み、東京ガスや東

京都水道局とともに、処理水の浄化を目的とした研究が展開されている。また、通常、共生以外では微

生物はアンモニアを生成しないが、ミャンマーと共同でセルロースなどのバイオマスをエネルギー源と

して、糖濃度がゼロになるとアンモニア生成を行う菌株を初めて分離した。これを利用した堆肥用コン

ポストは実用化されている。また、ベトナム大学との 5 年間の国際共同研究により、ダイオキシン汚染

地を浄化する変異株を取得し、実用化を視野に入れた実証試験が進められている。このように、アジア

を舞台として産業利用の高い産業技術的波及効果が見られている。 
 
３）社会的波及効果 
環境中（土壌、大気、水、海水）には、ダイオキシン類をはじめ様々な難分解性化合物が低濃度なが

ら存在している。コスト的には、生物種による生物的環境浄化が推奨されている。これが完成した場合、

食品（穀物類、野菜類、肉類、魚類など）からの難分解性化合物の汚染が防御できるため、ヒトの安全

性を考慮すると、その社会的波及は多大と見られる。また、海外における環境浄化についての共同研究

では、環境中におけるダイオキシン類を高分解できる微生物を選別して、世界の環境浄化につながる成

果へと発展している。 
 
４）人材育成的波及効果 

 羽部先生が産業総合研のチームリーダー、岩田先生が芝浦工大の助教、芝浦工大の大学院生が理研の

特別研究員、芝浦工大の学部学生が栗田産業、オルガノ、明治乳業、富士化成に就職するなど、本事業

で培った技術や成果がその後の進路に好影響を及ぼしている。 
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（４）成果・効果の分析 （対象：研究代表者） 
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本研究事業終了後における基礎的領域での新知見や論文数が多く、本事業終了後も基礎研究課題を提

供している。具体的には、古細菌のエネルギー代謝において深遠な研究課題を提供した。この基礎研究

領域では、特許出願数も多い。土壌汚染を意識した新規微生物や改良微生物を用いた環境汚染物質の分

解や廃水処理法の開発や植物体（タバコ・シロイヌナズナ）の開発、海洋汚染を意識した海水由来微生

物による汚染海水浄化法の開発、ならびに有機廃棄物の堆肥化方法の開発が特許化され、産業界と共同

研究が行われている。環境中における難分解性化合物の分解という人類共通の問題を解決しようとして

おり、本事業終了後の新市場創出の領域におけるインパクトは高い。全体的には、事業開始時の基礎研

究成果と、事業終了後の産業化という均衡からみると、前者の比重が若干重く、アジア地域での海外を

中心とした産業化の実現が待たれている。 

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

35444453最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

35444453最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット
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（５）追跡チャート（対象：研究代表者） 
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過

に添った研究成果および産業化の成果を図示した。また、それらの転換点において影響を与えたと考え

られる促進要因、阻害要因、外的要因を具体的に示した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本研究事業の開始のクメン分解菌に対する研究成果とその後のカルバゾール分解菌に対する研究成

果により、両分解過程は類似していることが判明した。特に初期酸化酵素は Car 遺伝子が関与する CAR
初期酸化酵素であった。つまり、CARDO は難分解性化合物を多く含む多環芳香環族化合物の核間二水

酸化反応を触媒する新たな dioxynease であることを世界で始めて明らかにしたことが、本研究の推進

のきっかけとなった。また、難分解性化合物である fluorene や dibenzothiophene に monooxygease を

活性示すこと、さらに、ある資化菌には hydroxylase 活性をもつことも明らかにした。CARDO の CarA
などの結晶構造解析から、この酵素活性中心部位を解析して、広範囲な難分解性化合物に分解能をもつ

資化菌の開発基盤を構築し、それが期間終了後の企業や海外との共同研究につながった。 
本事業の終了後では、カルバゾール資化菌の酸化分解過程におけるさらなる遺伝子機能やタンパク質

機能の解析、ならびに CARDO のさらなる結晶構造解析が行われた。この基礎研究の成果が要因となり、

カルバゾールの海洋性資化菌の開発、カルバゾールの植物体（タバコ・シロイヌナズナ）の開発、温室

効果ガス防止の為の窒素バイオマス再生・浄化システムの構築へと実用化の領域に進展している。具体

的には、アサヒビール、東京瓦斯、日本ライフセンターと共同研究を行い、製品化を推進している。ま

た、文部科学省の資金を元にして、海外との共同研究も大きく発展している。 
 

 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

農芸化学学会
論文賞受賞

排水処理方法と排水処理装置
（東京瓦斯と共同研究）

本研究事業の開始期間に、
「難分解性化合物の分解菌

選択と排水処理方法」に関す
る特許件数が約10件

Cum分解酵素の解析

CARDO分解酵素、SfFのmonooxygease、
pcaDのhydroxyalseなどの解析

日本学術振興会
の基礎研究（B)

を獲得

環境汚染物質の分解
（アサヒビールと共同研究）

産業化 新分野創出
産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間 *高難易度雑誌（Nature、Science、Cell)への公表

廃水処理方法と廃水処理装
置（東京瓦斯と共同研究）

地域連携推進
研究費を獲得

日本学術振興会の基
礎研究（B)を獲得

分解菌の分解能低下

特許（海水由来微生物による浄
化法とアンモニア生産方法）

有機廃棄物の堆肥化方法
（日本ライフセンターと共同研究）

文部科学省資金によ
りベトナム大学と共同

研究

試作
作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞

学会設立

基盤技術
確立

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

特許出願
登録

新製品

普及
基盤技術
普及

新知見
公表*
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５．有識者コメント 
 
本課題では、ダイオキシン類を高度に分解する微生物を探索し、その分解酵素遺伝子群の同定および分

解酵素系の特性解析等を通じて、ダイオキシン類の汚染処理技術を確立することを最終目標として研究

が進められた。実際、本研究およびその後の研究により、水圏を含む我が国の多様な環境から、多数の

新規なダイオキシン類分解菌が単離され、土壌ばかりでなく、海洋を含む環境の汚染浄化システムの開

発へと研究が進展し、多様な企業との連携によって多数の特許が出願されている。また、枯れ葉剤に起

因する深刻なダイオキシン類の被害が発生したベトナムにおいて、本研究を継続し、汚染地域の環境浄

化を目指した共同研究が始まり、一部は実証試験を開始しており、本研究の成果を着実に実用化に結び

つけようとする努力が伺われる。 
 一方、本研究およびその後の研究により、ダイオキシン類を分解する多様な新規分解酵素系の同定・

解析が進むとともに、ダイオキシン類分解酵素タンパク質の結晶構造解析による特性解析が飛躍的に進

展した。このような成果は多数の学術論文として発表され、基礎研究においてもその影響は大きいもの

と判断され、今後の関連分野の発展に良い影響を及ぼすものと考えられる。さらに、結晶構造解析デー

タをもとにしたモデリングツールが開発されたことは重要な成果の一つであり、今後その予測精度を高

めることで、当初想定したダイオキシン類高度分解能を人工的に付与するタンパク質の構造改変への期

待が高まるものと思われる。 
 本研究で発見されたダイオキシン類（カルバゾール）分解酵素遺伝子（Car）を高発現する遺伝子組

換え植物（タバコ・シロイヌナズナ）を用いた汚染土壌浄化の試みにより、土壌中カルバゾールが有意

に減少したとの結果は期待を抱かせるものであるが、残念ながら、土壌中カルバゾールによる植物の生

育阻害が大きいとのこと、今後どのような手法を用いてこの問題を解決するか、新しいアイデアが望ま

れる。 
 ところで、本研究においては、ダイオキシン類分解酵素遺伝子群の微生物間での伝達機構の解明も進

め、プラスミドを介した接合伝達が示されているものの、この研究成果を実際の汚染浄化システム開発

の中にどのように組み入れていくのか、現時点でもあまり明確には示されていないように感じる。今後

の活用方策の明示が望まれる。 
 全体をまとめると、研究開始時点での研究課題の設定は適切であり、ほぼ想定通りの成果を上げ、そ

の後も関連研究を継続的に実施したことにより、基礎研究としての波及効果をもたらすとともに、産業

利用、特にダイオキシン類の汚染浄化システム開発の基盤が築き上げられた点で大きな貢献をしている。

今後は、基礎研究を継続しつつ、実用的な汚染浄化手法としての実証試験を進め、多様な環境に応じた

実用技術へと発展させていくことが重要であろう。 
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６．成 果 論 文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
 
１）研究者ランキング 
順位 件数 著者 

1 53 Nojiri, Hideaki 
2 44 Omori, Toshio 
3 36 Habe, Hiroshi 
4 30 Yamane, Hisakazu 
5 23 Yoshida, Takako 
6 18 Ishii, Kazuei 
7 15 Furuichi, Tohru 
7 15 Noguchi, Haruko 
9 13 Ashikawa, Yuji 
10 13 Shintani, Masaki 

注１：太字、研究班 

注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）主要成果論文数 
事業期間中の主要論文数 

年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 
海外誌 0 9 7 10 6 32 
国内誌 0 0 1 1 2 4 

（出典：終了時の研究成果報告書） 

 

事業終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 5 12 11 6 6 4 44 
国内誌 0 3 2 1 1 0 7 
 
３）被引用上位 10 論文の被引用数 
 

事業前（～1999） 事業中（2000～-2004） 事業後（2005～） 
785 578 183 

内容 検索式 件数 検索式（CA） 

化学物質 L1 56,044
S DIOXIN# OR CARBAZOLE OR 
AROM?(A)(COMPOUND# OR 
COMPDS)(S)TETRACHLOR? 

分解 L2 258,53
1 

S (BIOL? OR MICROBIAL) AND (DECOMPN OR 
DECOMPOS? OR DEGRDN OR DEGRAD?) OR 
BIOREMEDIATION OR BIODEGRDN OR 
DIOXYGENASE 

 L3 1,215 S L1 AND L2 
2000 年以
降 L4 802 S L3 AND PY>=2000 
特許除外 L5 576 S L4 NOT P/DT 
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４）被引用数上位 10 論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業の期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を

緑で示した。 
 

順位 論文

No. Year Title Authors Journal, Vol. 引用

数

1 44 2003 Genetics of polycyclic aromatic hydrocarbon 
metabolism in diverse aerobic bacteria 

Habe H., 
et al 

Bioscience, Biotechnology 
and Biochemistry 67, 
225-243 

104

2 35 2003 
The unique aromatic catabolic genes in 
sphingomonads degrading polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) 

Pinyakon
g O. , et al

Journal of General and 
Applied Microbiology 49, 
1-19 

64

3 40 2003 

Complete nucleotide sequence of 
carbazole/dioxin-degrading plasmid pCAR1 in 
Pseudomonas resinovorans strain CA10 
indicates its mosaicity and the presence of 
large catabolic transposon Tn4676 

Maeda 
K. , et al 

Journal of Molecular 
Biology 326, 21-33 55

4 29 2002 
Molecular detection and diversity of polycyclic 
aromatic hydrocarbon-degrading bacteria 
isolated from geographically diverse sites 

Widada 
J. , et al 

Applied Microbiology and 
Biotechnology 58, 202-209 53

5 14 2001 

Genetic characterization and evolutionary 
implications of a car gene cluster in the 
carbazole degrader pseudomonas sp. Strain 
CA10 

Nojiri H. , 
et al 

Journal of Bacteriology 
183, 3663-3679 52

6 8 2001 

Isolation and characterization of the genes 
encoding a novel oxygenase component of 
angular dioxygenase from the gram-positive 
dibenzofuran-degrader Terrabacter sp. strain 
DBF63 

Kasuga 
K. , et al 

Biochemical and 
Biophysical Research 
Communications 283,  

195-204 

46

7 3 2000 
Identification of novel metabolites in the 
degradation of phenanthrene by 
Sphingomonas sp. strain P2 

Pinyakon
g O. , et al

FEMS Microbiology 
Letters 191, 115-121 45

8 11 2001 

Degradation of Chlorinated Dibenzofurans 
and Dibenzo-p-Dioxins by Two Types of 
Bacteria Having Angular Dioxygenases with 
Different Features 

Habe H. , 
et al 

Applied and 
Environmental 
Microbiology 67, 
3610-3617 

42

9 21 2002 
Molecular bases of aerobic bacterial 
degradation of dioxins: Involvement of 
angular dioxygenation 

Nojiri H. , 
et al 

Bioscience, Biotechnology 
and Biochemistry 66, 
2001-2016 

41

10 17 2001 
New classification system for oxygenase 
components involved in ring-hydroxylating 
oxygenations 

Nam 
J.-W. , et 
al 

Bioscience, Biotechnology 
and Biochemistry 65, 
254-263 

38

10 57 2004 
Divergence of mobile genetic elements 
involved in the distribution of 
xenobiotic-catabolic capacity 

Nojiri H. , 
et al 

Applied Microbiology and 
Biotechnology 64, 154-174 38
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５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（5 件）の引用数の年次推移を、事業期間中および終了後に分けて示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10 件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 

 
 引用分野（％）

4.0
5.0

33.0

27.0

14.0

9.0

7.0

免疫学、微生物学 

生化学、遺伝学、分子生物学 

環境科学

化学工学

農学、生物学

医薬

化学

物理、天文学 

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

44

35

40

29

14
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７．実用化データ 
 
１）特許出願 

公開番号 
または特許番号 

発明・考案の名称 出願人・ 
権利者名 

発明者・考案者 出願

日 
特開 2003-277344 
特許第 3878990 号 

有機スルホン酸の製造方法 独立行政法人産業技

術総合研究所 
布施博之など 2002/

3/25 
特開 2001-232347 微生物による汚染土壌の浄化方法 郷田浩志 東和科学

株式会社 
大森俊雄など 2000/

2/28 
特開 2002-753 ダイオキシン分解処理方法 株式会社大林組 大

森俊雄 野尻秀昭 
辻博和など 2000/

6/16 
特開 2002-754 ジベンゾフラン資化菌を用いたダイ

オキシン分解処理方法 
株式会社大林組 大
森俊雄 野尻秀昭 

辻博和など 2000/
6/16 

特開 2002-1302 活性汚泥を用いたダイオキシン分解

処理方法 
株式会社大林組 大
森俊雄 野尻秀昭 

辻博和など 2000/
6/16 

特開 2002-65268 微生物由来の酸化酵素遺伝子及びそ

れがコードする酵素を用いたダイオ

キシン分解処理方法 

株式会社大林組 大
森俊雄 野尻秀昭 

辻博和など 2000/
8/30 

特開 2002-253214 転移性ダイオキシン分解遺伝子を有

する微生物および該微生物を用いた

ダイオキシンの新規な分解処理方法

アサヒビール株式会

社 
向井祐子など 2001/

3/2 

特開 2003-33739 微生物による表面汚染の洗浄方法 郷田浩志 東和科学

株式会社 
山科則之など 2001/

7/24 
特開 2003-159073 新規糖類生成遺伝子群 味の素株式会社 大森俊雄など 2001/

11/26
特開 2003-250545 環境汚染物質分解遺伝子を有する根

粒菌および該菌を用いる環境汚染物

質除去方法。 

アサヒビール株式会

社 
向井祐子など 2002/

3/1 

特開 2003-277344 チオエーテル化合物の分解方法 独立行政法人産業技

術総合研究所 
布施博之など 2002/

3/25 
特開 2005-253366 植物による汚染土壌の浄化 日本曹達株式会社 高橋明裕など 2004/

3/11 
特開 2005-333874 四塩素化ダイオキシンの分解方法 アサヒビール株式会

社 
向井祐子など 2004/

5/27 
特開 2006-238794 新規微生物、当該新規微生物を用い

た廃水処理方法及び廃水処理装置 
東京瓦斯株式会社 松井徹など 2005/

3/3 
特開 2007-215403 微生物を用いた環境汚染物質の分解

方法 
アサヒビール株式会

社 
向井祐子など 2005/

11/21
特開 2008-307459 海水由来微生物による汚染海水浄化

方法 
学校法人芝浦工業大

学 
大森俊雄など 2007/

6/13 
特開 2009-50224 環境汚染物質分解能を有する海水由

来菌及びその単離方法、及び環境汚

染物質分解方法 

学校法人芝浦工業大

学 
大森俊雄など 2007/

8/28 

特開 2009-208007 廃水処理方法及び廃水処理装置 東京瓦斯株式会社 松井徹など 2008/
3/4 

特開 2010-46026 アンモニア生産方法 学校法人芝浦工業大

学 
大森俊雄など 2008/

8/22 
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２）実用化リスト 
・ミャンマーにおける堆肥コンポスト 

実用化 
 
・ベトナムにおけるダイオキシン資化菌による汚染浄化 

実証試験中 
 
 

（付記）主な調査参考資料 
1. 松井徹、奈良浩太、茂野俊也、岩田健一、大森俊雄、好熱性脱窒細菌ＴＤＮ０１株による実排水の脱

窒処理、環境科学会誌 Vol.23 No.3 Page:171-176( 2010 ) 
2. 布施博之、山岡到保、大森俊雄、海洋細菌によるリボフラビン類の生産とリボフラビン類による硫化

メチルの光分解、日本海水学会誌 Vol.59 No.3 Page:201-204( 2005 ) 
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第５節 ニワトリモノクローナル抗体の新しい作成技術 
 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：松田治男、実施期間：平成 12 年度－16 年度 
 

中課題名 所属（事業当時） 研究者 

① 細胞融合によるニワトリモノクローナ

ル抗体の作成技術の開発 
広島大学大学院生物圏科学研

究科免疫生物学研究室 松田治男 

② 遺伝子組み換え技術によるニワトリモ

ノムローナル抗体の作成技術の開発 
広島大学大学院生物圏科学研

究科免疫生物学研究室 松田治男 

③ ニワトリモノクローナル抗体の糖鎖構

造解析による新規利用の検討 
広島大学大学院生物圏科学研

究科動物資源科学研究室 西村俊英 

④ ニワトリモノクローナル抗体の実用化

技術の構築 
広島大学大学院生物圏科学研

究科免疫生物学研究室 古澤修一 

ヒアリング協力者 松田治男、広島大学大学院生物圏科学研究科免疫生物学研究室 
ヒアリング実施日：平成 22 年 11 月 29 日 

 
 
１．研究の背景と位置付け 

 
モノクローナル抗体作製には主としてマウスが用いられ、それ以外の動物種もラットに限られていた。

一方、鳥類は哺乳動物に次ぐ高等脊椎動物であり、その生体防御機能は哺乳動物に比べて遜色なく高度

で、免疫グロブリンの親和性も高い。本研究者らは、鳥類の中でも免疫能力の優れたニワトリに、細胞

融合技術によるマウスモノクローナル抗体作成技術を取り入れ、1989 年にモノクローナル抗体の作

成に初めて成功した。しかし、その実用的活用を現実のものにするためには、克服しなければならない

様々な技術開発と基礎研究が必要とされた。 
本研究では、哺乳動物と系統学的に異なるニワトリのもつ精緻な免疫学的能力に着目し、中でもその

実用的活用に期待が持たれるニワトリモノクローナル抗体に関わる基礎研究とともに、同抗体の実用化

を展開することとした。 
 
２．研究の展開 
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
 

開始時から現在まで生物関連産業の新技術開発、およ

び国際展開を主な研究の方向としてきた。事業期間終了

事およびその後は、新製品の創出へと実用化の方向にも

力が注がれてきた。今後さらに、生物関連産業の新技術

開発、国際展開および新製品の創出を進展させていく。 

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 

生物関連産業への貢献
新薬・検査薬の開発

新規抗体検査薬としての活用

ニワトリモノクローナル抗体作成技術の構築

ニワトリモノクローナル抗体の診断薬への活用

ヒト心臓型脂肪酸結
合蛋白（H-FABP）の
測定（抗H-FABP抗
体の利用）

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

高特異性で安価な診断薬の開発 創薬研究の支援

ニワトリモノクローナル抗体及
びニワトリ・ヒトキメラ抗体の作
成技術を開発し、実用化のため
の大量生産系を確立。

血中の血管内皮障害因子である酸化LDLに
結合して血管機能障害を改善する抗体医薬の
開発を目指す。

プリオン病の新規生前診断
キットの開発

心筋梗塞の診断

新規抗体検査薬としての活用

H-FABP

固相化
マウス抗体

酵素標識
ニワトリ抗体

各種キメラ抗体の作製

ニワトリ／マウスニワトリ／マウス ニワトリ／ヒト

動物実験での
活用

検査薬
診断薬

として活用

ヒト化抗体

治療薬 (抗体医薬) 
としての活用

変異導入
による

抗体の親和性
増強

抗体の
質の改変

ニワトリ抗体を利用
した新規プリオン病
検出キットを開発

抗体医薬への活用

酸化
LDL

O2
-

NF-kB

NO
エンドセリン

MCP-1

血管の収縮性 白血球の接着
炎症反応

アポトーシス

血管機能障害

LDL

血栓形成

LOX-1

血管内皮細胞

酸化

強力な血管内皮障害因子
（悪玉コレステロール）

酸化LDLの結合を阻害する
抗LOX-1抗体

酸化LDLの結合を阻害する
抗LOX-1抗体

酸化LDLの結合を阻害する
抗LOX-1抗体

血管機能障害の改善血管機能障害の改善

抗LOX-1ニワトリモノクローナル抗体の開発

夢

ニワトリ抗体
を活用した医
薬品を市場化
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礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもとに

して俯瞰的に図に記した。 
 
 
 
 
 
 

基礎研究推進事業期間中（2000－2004） 

細胞融合によるニワトリモノ

クローナル抗体の作成技術

の開発 

純系ニワトリを用いて新

規の細胞融合用細胞株

の作成に成功 

rchIL-6 によるニ

ワトリ細胞融合

効率の改善 

ファージディスプレイ法

による組み換えニワト

リモノクローナル抗体

作成法の構築 

rchIL-6 や H-chIL-6 の

細胞融合による抗体

高産生ハイブリドーマ

取得法の確立 

組み換えニワトリモノクロ

ーナル抗体の作成技術

の開発 

ニワトリモノクロー

ナル抗体の糖鎖

構 造 解 析 に よ る

新規利用の検討

心筋梗塞の診断キット 

海藻レクチン

を用いた新規

の IgY 精 製 用

キット構築 

農林水産分野でニワトリモノクローナ

ル抗体を用いた家畜サイトカインの検

査薬及び家畜疾病の抗体医薬の開発

rchIL-6 によるハイ

ブリドーマへの抗

体産生促進効果

の検証 
組み換えニワトリ抗体に

よる BSE の異常プリオン

タンパクの検出法の確立 

プリオン病の 

新規生前検出キット 

抗 LOX-1 ニワトリモノクロ

ーナル抗体の医薬品開発 

メタボリックシンドローム

検査薬の開発

心血管病の検査薬・

治療薬の開発 

特許第4029153号 

核酸、当該核酸を含

むニワトリ由来モノク

ローナル抗体及びこ

れを用いたプリオンタ

ンパク質の検出方法

特許第4273230号 

鳥類を標的とする遺

伝子置換ベクター、

およびその利用 

chLIF の発見 

ファージディスプレイ

法による組み換えニ

ワトリモノクローナル

抗体の2種の発現ベク

ターによる抗体作成

特許第4304274号 

ニワトリーヒトキメラ抗

体発現用ベクターお

よびこれを用いたニ

ワトリーヒトキメラ抗

体生産方法、並びに

その利用遺伝子 

海藻レクチンを

用いたカラムク

ロマトによるモ

ノクローナル抗

体の精製 

ニワトリモノクローナル抗体の実用化技

術の構築 

プリオンタンパクを認

識するニワトリ型パネ

ル抗体群の作成、コラ

ーゲンに対するモノク

ローナル抗体の作成 

異常型プリオンタン

パクの簡便かつ高

感度な検出系の構

築―BSEの新検査

法の開発

ヒト化抗体作

成法の確立 

ニワトリ-ヒト

キメラ抗体作

成法の確立 

ニワトリ抗体

の糖鎖構造

を解明 

ニワトリ抗体によるヒト、

マウス・ラットの動脈硬化

巣の特異的染色に成功 

医療に応用可能なニワトリ抗体作成技術を構築 

特許第4452884号 

抗体およびその利用 

トランスジェニックニワ

トリの作成技術の確立 

基礎研究推進事業終了後（2004－現在）

鶏卵への物質生

産技術の開発 

特許第3723839号 

ニワトリの白血病阻止因子(LIF)、

及びそれをコードする遺伝子 

ヒト心臓由来脂肪酸結合

蛋白質（H-FABP）に対す

るニワトリ抗体によりヒト

のヤコブ病をほぼ100％

検出する方法を確立 

抗酸化 LDL ニワトリ-マウス

キメラ抗体と抗 ApoB ニワトリ

抗体を組み合わせて酸化

LDL 検出系を構築 
血管内皮障害因子であ

る酸化 LDL の受容体

LOX-1 への結合を阻害

するニワトリ抗体を開発 

ニワトリ抗体を活用した検査薬および抗体医薬品を開発 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的  

ニワトリは哺乳動物とは系統発生的に大きく異なり、哺乳類で高度に保存された生体分子を異物

として認識するため、マウス等では作りにくい哺乳動物の抗体の作成が可能である。この優れた特

性に着目し、従来の哺乳動物のモノクローナル抗体より優れたニワトリモノクローナル抗体を実用

的抗体として応用展開できるよう、新しい作成技術と実用化技術を開発することを目的とした。 
 
（２）研究内容 

１）細胞融合によるニワトリモノクローナル抗体の作成技術の開発 
ニワトリ細胞融合用細胞株と免疫脾細胞を融合し、効率的ハイブリドーマの作出法の開発を

行った。 
 

２）組み換えニワトリモノクローナル抗体の作成技術の開発 
遺伝子組み換え技術による多彩な組み換え抗体の作成技術を開発した。 
 
・ファージディスプレイ法によるニワトリモノクローナル抗体の作成 
特異抗体産生ハイブリドーマあるいは免疫細胞から RNA を抽出し、ファージディスプレ

イ法によるニワトリモノクローナル抗体作製法を開発した。 
 
・組み換えニワトリ抗体の真核細胞発現 
ニワトリモノクローナル抗体の安定生産と簡便精製を目的に、組み換えモノクローナル

抗体の真核細胞発現用ベクターを開発した。 
 
・組み換えニワトリキメラ抗体 
ヒトへの応用を視野に入れ、ニワトリ抗体の可変領域とヒト IgG1 及び IgG4 の定常領域

からなるニワトリ－ヒト／キメラ抗体の作成を試みた。 
 

３）ニワトリモノクローナル抗体の糖鎖構造解析による新規利用の検討 
ある種の新規海藻レクチンファミリーの簡易精製用アフィニティーリガンドとしての有用性

を検討した。 
 
４）ニワトリモノクローナル抗体の実用化技術の構築 － 抗 PrP（プリオン蛋白質）抗体 

抗 PrP モノクローナル抗体を作出して変異を導入することで、抗原性の高い抗体の作製し、PrP
の高感度検出法の開発を行った。 
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（３）主な研究成果  
１）細胞融合によるニワトリモノクローナル抗体の作成技術の開発（図１） 

・新規細胞融合用細胞株の樹立 
H-B15 純系ニワトリ由来の 3 株の TK 欠損ニワトリ B 細胞株の作成に成功し、これらの細胞

株はいずれも有効な細胞融合結果を示すことを確認した。 
 

・IL-6 活用によるニワトリハイブリドーマの効果的維持 
マウスでハイブリドーマ増殖因子として知られている IL-6 遺伝子をニワトリでもクローニン

グして有用な組み換えニワトリ IL-6（rchIL-6）の作成に成功し、ニワトリ細胞融合効率の促進や

ハイブリドーマの抗体産生促進に効果があることを明らかにした。 
 

・ニワトリ白血病阻害因子（LIF）遺伝子の発見 
ニワトリ IL-6 を探索する過程で、ニワトリ胚性肝細胞（ES 細胞）の分化阻止遺伝子として世

界の研究者が追求していたニワトリ由来 LIF 遺伝子（chLIF）を新規に見出し、トランスジェニ

ックニワトリ作成の研究に貢献した。 
 
２）組み換えニワトリモノクローナル抗体の作成技術の開発（図１） 
・組換えニワトリ抗体発現用ベクターの開発 

ニワトリ用の 2 種の発現ベクターを構築し、ファージディスプレイ法をニワトリ抗体に応用す

る新たな組み換えニワトリモノクローナル抗体作成技術の作成に成功した。また、ファージ発現

ニワトリ抗体を巧みに利用した微量抗原検出法を開発し、オーダーメイドで抗体作成する技術に

利用された。 
 

・組み換えニワトリ抗体の真核細胞発現 
ニワトリモノクローナル抗体の安定性と簡便精製を目的に、組み換えニワトリモノクローナ

ル抗体の真核細胞発現用ベクターを開発した。IgY はプロテイン A や G と結合しないが、この

ベクターを使うことで精製用タグ付き抗体として生産することを可能にした。 
 

・組み換えニワトリキメラ抗体 
ヒトへの応用を目的に、ニワトリ抗体の可変領域とヒト IgG1 及び IgG4 の定常領域からなる

ニワトリ－ヒト／キメラ抗体の作成に成功した。抗体医薬としての将来性が期待される。 
 
３）ニワトリモノクローナル抗体の糖鎖構造解析による新規利用の検討 
・ニワトリモノクローナル抗体の大量精製方法の確立 

ハイブリドーマ由来のニワトリモノクローナル抗体と親和性の高いレクチンを海藻から探索

し、このレクチンを用いたカラムクロマトグラフィーにより、力価の高い高純度ニワトリモノク

ローナル抗体を効率的に精製する手法を構築した。この精製法により、ハイブリドーマ由来のニ

ワトリモノクローナル抗体を簡便にかつ大量に精製することが可能となり、抗体の有効利用が現

実的なものになった。 
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・ニワトリ抗体の糖鎖構造の解明 

精製されたハイブリドーマ由来のニワトリ抗体を詳細に解析することにより、この抗体の L 鎖

にも糖鎖が結合していることを初めて突き止めた。また、ニワトリモノクローナル抗体には卵黄

抗体と同様に複合型糖鎖および高マンノース型糖鎖が結合していることを明らかにした。上記レ

クチンはこの高マンノース型糖鎖を認識するものであることも確認した。 
 
４）ニワトリモノクローナル抗体の実用化技術の構築 

・プリオンタンパクに対するモノクローナル抗体の作成 
哺乳動物で抗体作成が困難であることが知られていたプリオンタンパクを認識する、ニワトリ

型パネル抗体群を作成した。得られた抗プリオンタンパク抗体の 2種を用いることにより、迅速、

簡便、かつ正確な異常プリオンタンパクの検出が可能になった。この Full 型組み換えニワトリ

抗体は、従来の BSE 確定診断におけるウエスタンブロット法に利用されている既知マウス抗体

よりも優れていることが明らかになり、BSE の新たなスクリーニング法の実用化が可能となった。 
 
・ニワトリ－ヒトキメラ抗体およびヒト化抗体の生産系の確立（図２） 

可変領域である抗原結合ドメイン（V 領域）の CDR 領域（抗原認識領域）配列はニワトリ由

来、V 領域の FR 領域はヒト由来、定常領域（C 領域）配列はヒト由来であるキメラ抗体の作成

法を開発した。具体的には、リウマチ症状改善に効果的とされていた腫瘍壊死因子 TNFα のマ

ウス抗体を材料として、完全なニワトリ－ヒトキメラ抗体の生産手法を開発し、ヒトに臨床応用

可能な抗体産生の道を築いた。 
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図１ ニワトリモノクローナル抗体の作製技術の開発 図 2 ヒト化抗体の作製技術の開発 
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４．事業終了後の状況 

 
（１）研究発展状況 
本事業では、従来の哺乳動物抗体に比べて特異性の極めて高いニワトリモノクローナル抗体の大量作

成方法と、これを実際に臨床応用可能にするヒト化抗体の大量作成方法を確立し、ニワトリ抗体の高い

性能を実証し、その生物産業への現実的な応用への基礎的基盤技術を固めた。 
事業終了後は、それらの成果をもとに知的クラスター創生事業「広島バイオクラスター」（2001-2006、

文部科学省）、地域イノベーション創出支援事業「重点地域研究開発推進プログラム」（2005-2008、JST）、
都市エリア産学官連携促進事業（2008-2011、文部科学省）、新機能抗体創製技術開発事業（2006-2010、
NEDO）などの大型競争的研究資金を代表者として連続して獲得している。これらの研究プロジェクト

では、ニワトリモノクローナル抗体を利用した種々の診断薬や治療薬など医療分野の生物産業への実用

化を中心として、病院や国立研究所、民間企業と共同して研究を広く展開している。また、本抗体作製

技術を中心として 2007 年に設立した広島バイオメディカルでは抗体作製受託や共同開発を精力的に行

っており、検査薬開発や創薬支援を実施している。今後、これらの実用化研究が実を結び、ニワトリの

特性を生かした検査薬や医薬品の創出が実現することが期待されている。 
 
（２）新たな研究成果 
１）プリオン病検査薬の開発（図３） 

プリオンタンパクは哺乳類では 90％前後という高い相同性を持つが、哺乳類とニワトリ間の相

同性は 40％程度であるため、本事業において、ニワトリを用いることにより、それぞれの哺乳類

プリオンタンパクに対して高い特異性を持つ抗プリオンタンパク抗体を、ヒトから家畜まで網羅

的なパネル抗体として樹立することができた。この抗体は、ウシの BSE をはじめヒツジのスクレ

イピー病、ヒトの CJD（ヤコブ病）等の診断に活用できるものである。 
髄液に含まれる CJD のマーカータンパクであるヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)に対す

るニワトリモノクローナル抗体を作成し、従来より高感度で早期 CJD を検出できる新規検出系を

創出した。この検出系では CJD 患者の H-FABP をほぼ 100％の高感度で検出できることを証明

した。 
 
２）ヒト心臓型脂肪酸結合タンパク（H-FABP）の簡易検査薬の開発 

心筋梗塞診断マーカーとして利用されているH-FABPに対する組み換えニワトリモノクローナ

ル抗体を作出し、大量調製することに成功した。このニワトリ抗体と既存マウス抗体を組み合わ

せることにより、血中の異好性抗体等による非特異反応を回避した特異性の高い H-FABP 検出用

の実用的免疫クロマトシステムを構築した。 
 
３）メタボリックシンドローム検査薬の開発 

メタボリックシンドロームリスク疾患の抗体検査薬の開発を行い、メタボリックシンドローム

に関連した疾患の検査薬として利用できるニワトリモノクローナル抗体を開発した。ニワトリ-マ
ウスキメラ抗体発現ベクターを用いて無血清培養で９種の抗酸化 LDL ニワトリ-マウスキメラ抗
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体を安定発現する細胞を作出した。また、抗酸化 LDL ニワトリ-マウスキメラ抗体と抗 apoB ニ
ワトリ抗体を組合わせた酸化 LDL 検出系を構築して、酸化 LDL が測定可能となった。 

 
６）抗体医薬および検査薬の開発 

ニワトリモノクローナル抗体作製技術を活用した免疫寛容回避等の基礎技術の開発を実施し、

ニワトリナイーブ抗体ライブラリー作製においてインテグリン、酸化 LDL 受容体（LOX-1）等の

19 抗原に対して親和性を拡大したニワトリモノクローナル抗体 188 種を作成した。 
 
・細胞融合用ニワトリ細胞およびニワトリ抗体の改良 

既知細胞株に IL-6 産生能を付加することにより細胞融合効率を大幅に改善し、従来法より安定

して陽性ハイブリドーマを維持できる手法を構築した。 
また、ニワトリ抗体の可変領域のある特定領域にアミノ酸変異を導入することにより、抗体の

親和性を向上し、免疫緩和性を拡大する技術を開発した。 
 
・循環器系疾患に関わる抗体の作成と利用 

強力な血管内皮障害因子である酸化 LDL（悪玉コレステロール）は、その受容体 LOX-1 と結

合して血管機能障害を引き起こす。酸化 LDL の LOX-1 への結合を阻害する抗 LOX-1 抗体は、血

管機能障害の改善薬となることが期待される。LOX-1 のレクチンドメインに特異的に結合するニ

ワトリ抗 LOX-1 抗体を 49 種、NECK ドメインに特異的に結合する抗体 4 種を樹立し、これらの

抗体の多くが酸化 LDL の結合を阻害することを確認した。心血管病の治療に用いる抗体医薬とし

ての実用化研究が進められている。 
 
・LDL の検出による心血管病検査薬の開発（図４） 

LDL、酸化 LDL、可溶性 LOX-1、LDL の構成タンパクである ApoB に結合するニワトリ抗体

を作成し、ヒト、マウス・ラットの動脈硬化巣の特異染色が可能であることを確認した。また、

抗 ApoB 抗体は、組換え LOX-1 とのサンドイッチ ELISA 法により血中酸化 LDL の測定にも利

用できることが分かった。現在、脳梗塞や動脈硬化を予知するバイオマーカー開発としての研究

が進められている。 
 
７）トランスジェニック技術を活用した鶏卵の新規応用展開技術の開発 

・ニワトリ ES 細胞の培養方法とその評価法の確立 
鶏卵をトランスジェニックニワトリの作出や高度物質生産に利用することを目指し、本事業で

検討した chLIF 添加培地、継代条件等を基本にした培養系をもとにして、ニワトリ ES 細胞を未

分化のまま増殖・継代できる技術を確立した（国内、米国、欧州で特許登録）。 
また、ニワトリ ES 様細胞を実際に利用するためには、その多能性が維持されていることを直

接評価することが必要である。そこで、マウス ES 細胞の多能性評価に用いられている Stat3 の

リン酸化評価をニワトリ ES 細胞評価系に導入した。chLIF による Stat3 のリン酸化を特異的に

抑制する抗体を選抜し、それを添加した ES 様細胞は多能性を維持できなくなり分化した細胞形

態に変化することを確認した。この結果から、chLIF によるリン酸化 Stat3 の検出が ES 細胞の
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多能性維持の指標になることが明らかとなった。同時に、chLIF による Stat3 のリン酸化が ES
細胞の多能性維持に必要であり、ニワトリ ES 細胞を未分化のまま長期に培養を続けるには、外

部からニワトリ LIF を継続的に供給しなければならないことが示唆された。 
 
・鶏卵特異的タンパク質発現のためのベクターの構築 

卵白の主要成分であるオボアルブミン遺伝子座、あるいは卵黄の主成分であるリポビテリンを

を生成するカテプシン D 遺伝子を利用して遺伝子発現ベクターを作成した。この発現ベクターを

用いると、緑色傾向タンパクなどの外来遺伝子も翻訳されてタンパク生産が可能であることを確

認した。 
 
・培養ニワトリ ES・EG 細胞への遺伝子導入 

培養ニワトリ ES・EG 細胞へのエレクトロポレーション法を用いた遺伝子導入系を確立した。

さらに、遺伝子を導入した細胞が多能性を維持しているかどうかを確認するために、受精卵の対

外培養系を用いて遺伝子導入細胞の胚移植実験を行い、導入した遺伝子が確実に胚体で発現して

いる（即ち遺伝子導入細胞がニワトリの体細胞に分化している）ことを確認した。 
 

・トランスジェニックニワトリの作成技術の確立 
受精卵を一旦卵殻外に取り出し、胚操作を施したあとに卵殻に戻す、ES 細胞株の移植法におい

て、それぞれのステップを検討し、孵卵 17 日目の胚の生存率を従来技術を用いた場合の約 30％
から約 80％まで向上することに成功した。また、白色レグホン（白い羽毛）の胚に黄斑プリマス

ロック（黒い羽毛）の初期胚またはそこから分離した ES 様細胞を移植し、キメラ率の上昇、黒

色羽毛率の割合の増加（即ち移植した細胞の多くが分化している）が可能となり、羽毛色の約 80%
が黒色であるヒヨコの誕生を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 プリオン病の生前診断 図２ LDL・酸化LDLの検出 
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（３）波及効果 
１）科学技術的波及効果 

事業期間中に発見された chLIF は、世界の多くの研究者が探索していた中、当時は副次的に発

見されたものであるが、トランスジェニックニワトリや組換え鶏卵技術では極めて重要な分子で

あり、ES 細胞研究を中心とした世界の基礎研究および応用研究を推進することとなった。ニワ

トリモノクローナル抗体研究は、事業終了以降も大型プロジェクトを連続して獲得して、大学医

学部や国立研究機関との共同研究も研究テーマに合わせて設定されて、新たな知見が蓄積されて

いる。論文発表の被引用数上位には事業終了以降に発表された論文が多く含まれており、ニワト

リモノクローナル抗体研究という新たな分野を創出した後の拡大がみられている。 
 

 
２）産業技術的波及効果 

ニワトリモノクローナル抗体の作成技術を総合的に開発して、応用可能な技術にまで高められ、

大学発ベンチャーの広島バイオメディカルの設立など実用化へのステップが進んでいる。 
哺乳類間で相同性が高く、心筋梗塞診断マーカーとして利用されているヒト心臓型脂肪酸結合

蛋白（H-FABP）に対する組み換えニワトリモノクローナル抗体を作出し、血中の異好性抗体等

による非特異反応を回避した特異性の高い H-FABP 検出用の実用的免疫クロマトシステムを構

築した。プリオンタンパク特異的抗体の検査薬への利用は、ウシの BSE、ヒツジのスクレイピー

病、ヒトの CJD(ヤコブ病)等の診断に活用できる可能性がある。また、応用技術として、ニワト

リ抗体のマウスキメラ化、ヒトキメラ化及びヒト化などの抗体改変技術も確立している。 
検査薬開発に加えて抗体医薬の開発も進展をみせており、抗 LOX-1 抗体などヒトを対象とし

たニワトリモノクローナル抗体の抗体医薬としての活用も企業と共にデータが蓄積され、製薬業

界で注目されているタンパク医薬開発に貢献するものと期待されている。これらの技術開発とと

もに特許出願が確実に行われており、登録となった特許も多い。これらの技術を基に製薬企業及

び各種研究機関との共同研究、共同事業が検討されている。 
広島バイオメディカルでは、高親和性抗体の作製、網羅的な抗体群（抗体パネル）の作製、哺

乳類高度保存分子に対する抗体の作製、交差反応性を示す抗体の作製、及び特定のエピトープを

認識する抗体の作製が実施されている。 
 

３）社会的波及効果 
近年、国内製薬メーカーでも注目している抗体医薬の開発や、国民の安心・安全の面から関心

の高い BSE 検出にも応用可能な技術を開発した。 
 
４）人材育成的波及効果 

本研究に参画した日本人研究者２名が国立大学教授に、1 名が同准教授に、日本人ポスドク 3
名が大学や企業へ、海外からの研究者２名が海外の大学にポジションを得ており、それぞれの研

究実績が高く評価されている。 



 128

 
（４）成果・効果の分析 （対象：研究代表者）  
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
基礎研究資金、産業化資金は潤沢で、研究の深化および産業化に有効であった。論文数、特許出願数

とも満足すべきものであり、技術開発の知見取得に対応して特許出願が行われている。これらの資金を

もとにして、新知見の発見や技術開発が大いに進み、研究の深化や産業化が進展している。ニワトリの

モノクローナル抗体という研究領域の創出が行われ、新市場の創出も進められている。ここで培われた

技術は医療分野への実用化が企業とともに進められているが、通常、実際に市販になるまでにはさらに

年月を必要とする分野であり、ますますの産業化への寄与が期待されている。 
 

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

55555454最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

55555454最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット
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（５）追跡チャート（対象：研究代表者）   
研究者へのアンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過

に添った研究成果および産業化の成果を図示した。また、それらの転換点において影響を与えたと考え

られる促進要因、阻害要因、外的要因を具体的に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
早くからニワトリのユニークな免疫学上の特徴に着目し、1989 年にモノクローナル抗体技術をニワ

トリで可能にした。その反響を国外から受けたことが研究の大きな推進力となり、本事業への応募につ

ながった。事業期間中は、学術面ではニワトリ由来 LIF 遺伝子の発見もあり、研究担当者間で相互に情

報交換並びに試料・技術の提供が行われ、米国の研究室との共同研究も開始されたことで、事業期間終

了時にはニワトリモノクローナル抗体の作成とトランスジェニックニワトリの作成における新分野の

創出に大いなる発展が見られた。研究資金が、基礎研究資金、産業化資金ともに継続して得られたこと

も研究発展に寄与した。本研究の結果、大学発ベンチャーとして、株式会社バイオメディカルが本事業

の研究者によって設立されたこと、および大学や企業との連携が潤滑に行われたことから産業化が促進

されており、高親和性抗体の作製、網羅的な抗体群（抗体パネル）の作製、哺乳類高度保存分子に対す

る抗体の作製、交差反応性を示す抗体の作製、及び特定のエピトープを認識する抗体の作製が可能にな

った。更に、応用技術として、ニワトリ抗体のマウスキメラ化、ヒトキメラ化及びヒト化などの医療分

野への実用化に必要な抗体改変技術も確立していることから、産業化研究も促進されている。 
 
 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

バ イオ ビジネス コ
ンペ最優秀賞受賞

都市エリア産学官連
携促進事業に採択

異分野の導入の開始
米国の研究室と共同
研究を開始

LIF遺伝子発見

ヒト化･家畜化抗体
による受動免疫治
療の発展

試作
作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞・
学会設立

基盤技術
公開

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

産業化

特許出願
登録

ニワトリヒトキメラ抗体
の作製方法確立

新製品

普及

新分野創出
産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間

基盤技術
普及

新知見
公表*

*著名雑誌（Nature、Science、Cell)への公表

プ リ オ ン 病 研
究の開始

広島バイオメディカル
の設立

モノク ローナル抗体
利用技術をニワトリで
検証（1989年）

プリオン病の検出薬
の開発

NEDOニワトリ抗体プ
ロジェクトの開始

海 外 の 大 学 ・
企業の大きな
反響
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５．有識者コメント 
 
本研究は、特異性の高いニワトリモノクローナル抗体の作成に関する研究であり、その成果として、

新規細胞融合用細胞株の樹立など細胞融合によるニワトリモノクローナル抗体の作成技術の開発、ニワ

トリモノクローナル抗体の作成技術の開発と大量精製方法の確立、プリオンタンパクに対するモノクロ

ーナル抗体の作成など、ニワトリ抗体の作成方法についての新たな基盤技術が得られた。これら成果を

踏まえて、研究事業終了後には、プリオン病及び遅発性ウイルス感染症検査薬の開発、特異性の高い 
H-FABP(ヒト心臓型脂肪酸結合タンパク) 検出用の実用的免疫クロマトシステムの開発、メタボリック

シンドロームに関連した疾患の検査薬としてニワトリ-マウスキメラ抗体と抗 apoB ニワトリ抗体を組

合わせた酸化 LDL 検出系酸化 LDL の開発、LOX-1 への結合を阻害する抗 LOX-1 抗体の開発等が

勢力的に進められてきたことは、高く評価できる。以上の成果の実用化に向けてベンチャー企業の立ち

上げ等の取り組みも積極的に行われてきたことから、とくに製品化を通じた産業への今後の貢献に期待

したい。 
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６．成 果 論 文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
 
１）研究者ランキング 

順位 件数 著者 
1 19 Matsuda, Haruo 
2 13 Furusawa, Shuichi 
2 13 Horiuchi, Hiroyuki 
4 11 Shen, Jianzhong 
5 10 Cui, Zhizhong 
6 9 Zhang, Suxia 
6 9 Zhou, Jiyong 
8 8 Kwang, Jimmy 
9 7 Bi, Dingren 
9 7 Liu, Xiufan 

注１：太字、研究班 

注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 

内容 検索式 件数 検索式（CA） 
ニ ワ ト
リ 
抗体 

L1 2,576 S CHICKEN AND MONOCLONAL(S)ANTIBOD? 

 L2 1,073 S L1 AND PY>=2000 
 L3 582 S L2 NOT P/DT 

 
２）主要成果論文数 
事業期間中の主要論文数 

年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 
海外誌 4 3 2 10 10  
国内誌 0 7 4 3 0  

（出典：終了時の研究成果報告書） 

 

事業終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 9 6 3 5 6 7  
国内誌 1 2 1 1 3 1  

 
３）被引用上位10論文の被引用数 

事業前（～1999） 事業中（2000～-2004） 事業後（2005～）

408 163 117 
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４）被引用数上位10論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業の期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を

緑で示した。 
 

順位 論文

No. Year Title Authors Journal, Vol. 引用数

1 49 2008 Impact of plasma oxidized low-density 
lipoprotein removal on atherosclerosis 

Ishigaki Y., 
et al. Circulation 118 30 

2 24 2004 
Chicken leukemia inhibitory factor maintains 
chicken embryonic stem cells in the 
undifferentiated state 

Horiuchi H. , 
et al. 

Journal of 
Biological 
Chemistry 279 

17 

3 31 2005 

Inhibition of prion propagation in 
scrapie-infected mouse neuroblastoma cell 
lines using mouse monoclonal antibodies 
against prion protein 

Miyamoto 
K. , et al. BBRC 335 16 

3 1 2000 

Lack of antibody production against 
Hanganutziu-Deicher (H-D) antigens with 
N-glycolylneuraminic acid in patients with 
porcine exposure history 

Kobayashi 
T. , et al. 

Xenotransplantat
ion 7 16 

5 4 2000 
Construction of recombinant monoclonal 
antibodies from a chicken hybridoma line 
secreting specific antibody 

Nakamura 
N. , et al. 

Cytotechnology 
32 15 

6 18 2003 Production of anti-prion scFv-Fc fusion 
proteins by recombinant animal cells 

Ono K.-I. , et 
al. 

Journal of 
Bioscience and 
Bioengineering 
95 

14 

7 23 2004 
Establishment of a chicken monoclonal 
antibody panel against mammalian prion 
protein 

Nakamura 
N. , et al. 

Journal of 
Veterinary 
Medical Science 
66 

13 

7 43 2006 Highly pathogenic H5N1 influenza virus 
causes coagulopathy in chickens 

Muramoto 
Y. , et al. 

Microbiology and 
Immunology 50 13 

9 25 2004 

Molecular cloning and characterization of 
chicken tumor necrosis factor 
(TNF)-superfamily ligands, CD30L and 
TNF-related apoptosis inducing ligand 
(TRAIL) 

Abdalla 
S.A. , et al. 

Journal of 
Veterinary 
Medical Science 
66 

11 

9 48 2008 
Determination of LOX-1-ligand activity in 
mouse plasma with a chicken monoclonal 
antibody for ApoB 

Sato Y. , et 
al. 

Atherosclerosis 
200 11 



 133

 
５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（5件）の引用数の年次推移を、事業期間中および終了後に分けて示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
７．実用化データ 
１）特許出願 
継続中の特許出願を示した。 

公開番号 
または特許番号 

発明・考案の名称 出願人・権利者名 発明者・考案者 出願
日 

特開2003-9869 
特許第3723839号 

ニワトリの白血病阻止因子(LIF)、
及びそれをコードする遺伝子 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2001/
6/7

特開2006-25799 
特許第3908257号 

ニワトリ型モノクローナル抗体用
のオリゴヌクレオチド 

独立行政法人科学技
術振興機構 

松田治男など 2005/
10/5

引用分野（％）

34.0

23.0

21.0

6.0

5.0
5.0 4.0 生化学、遺伝学、分子生物学 

免疫学、微生物学 

医薬

薬学、毒性学、薬剤学

獣医学

農学、生物学

化学工学

化学

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

49

24

31

1

4
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公開番号 
または特許番号 

発明・考案の名称 出願人・権利者名 発明者・考案者 出願
日 

特開2004-283111 
特許第4029153号 

核酸、当該核酸を含むニワトリ由来
モノクローナル抗体及びこれを用
いたプリオンタンパク質の検出方
法 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2003/
3/24

特開2006-115761 
特許第4273230号 

鳥類を標的とする遺伝子置換ベク
ター、およびその利用 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2004/
10/21

特開2005-245337 
特許第4304274号 

ニワトリーヒトキメラ抗体発現用
ベクターおよびこれを用いたニワ
トリーヒトキメラ抗体生産方法、並
びにその利用 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2004/
3/4

特開2006-241026 
特許第4452884号 

抗体およびその利用 国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2005/
3/1

特開2001-238676 ニワトリ型モノクローナル抗体 科学技術振興事業団 松田治男など 2000/
2/29

特開2005-278633 ニワトリ型モノクローナル抗体の
生産方法、および当該生産方法によ
って生産されるニワトリ型モノク
ローナル抗体 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2004/
11/9

特開2006-262875 鳥類の卵管内でタンパク質を発現
させるための遺伝子構築物、および
これを用いたタンパク質の生産方
法 

国立大学法人広島大
学 財団法人ひろしま
産業振興機構 

松田治男など 2005/
3/25

特開2006-282521 ニワトリキメラ抗体およびその利
用 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2005/
3/31

特開2007-71645 タンパク質の測定方法 シャープ株式会社 学
校法人帝京大学 国立
大学法人広島大学 

高橋克佳など 2005/
9/6

特開2007-167013 鳥類の卵黄内で目的タンパク質を
生産するためのベクター、およびそ
の利用 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2005/
12/23

特開2008-31043 ニワトリLIFタンパク質およびその
利用 

国立大学法人広島大
学 財団法人ひろしま
産業振興機構 

松田治男など 2004/
11/19

WO06/93080 ニワトリ型一本鎖可変領域断片
(scFv)から組換えニワトリ型二価
抗体を製造する方法、および当該方
法によって得られた抗体 

国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2006/
2/27

WO06/93088 新規ポリペプチドおよびそのポリ
ペプチドをコードするポリヌクレ
オチド、並びにそれらの利用 

国立大学法人広島大
学 

堀貫治など 2006/
2/27

特開2009-82075 新規抗体及びその利用方法 財団法人ヒューマン
サイエンス振興財団 
国立大学法人広島大
学 

沢村達也など 2007/
9/28

特開2010-4895 ヒト化ニワトリ抗体の製造方法 国立大学法人広島大
学 

松田治男など 2009/
10/13

WO08/78809 鳥類抗体を使用する免疫学的検出
方法 

独立行政法人科学技
術振興機構 国立大学
法人広島大学 湧永製
薬株式会社 

松田治男など 2007/
12/27

WO08/117813 ニワトリ胚性幹細胞およびその評
価方法 

国立大学法人広島大
学 財団法人ひろしま
産業振興機構 

堀内浩幸など 2008/
3/26

特開2010-169483 抗体試料のリスク評価方法および
キット 

株式会社広島バイオ
メディカル 

松田治男など 2009/
1/21
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２）実用化 
・株式会社広島バイオメディカルの設立 
 平成 19 年 4 月に、大学発ベンチャー、株式会社広島バイオメディカルを広島大学産学連携センタ

ー・インキュベーションセンターに設立した。松田治男教授が代表取締役会長となっている。本事業

で開発したワトリモノクローナル抗体作製技術を活用した事業展開を行っている。作製しているニワ

トリモノクローナル抗体は以下のとおりである。 
高親和性抗体 
網羅的な抗体群（抗体パネル） 
哺乳類高度保存分子に対する抗体 
交差反応性を示す抗体 
特定ノエピトープを認識する抗体 

また、応用技術として、ニワトリ抗体のマウスキメラ化、ヒトキメラ化及びヒト化などの抗体改変

技術も確立している。 
 
・抗体受託作成サービス（株式会社広島バイオメディカル、事業化） 
ニワトリを免疫動物として用いることにより、哺乳類タンパク質に対する特異性の高いニワトリモ

ノクローナル抗体を提供する。 
 
・遺伝子改変ニワトリの共同開発事業（株式会社広島バイオメディカル、事業化） 
ニワトリの胚性肝細胞（ES 細胞）を用いた遺伝子改変技術により、遺伝子改変ニワトリを作出し、

その鶏卵中に高濃度に有用タンパク質を蓄積させる、あるいは鶏卵成分の改変を行う。例えば、有用

抗体の大量生産系の構築やアレルゲンフリーの鶏卵の開発を進めている。 
 
・心筋梗塞診断薬の開発（実用化研究実施、JST） 

心筋梗塞診断マーカーのヒト心臓型脂肪酸結合蛋白（H-FABP）に対するニワトリモノクローナル

抗体と、既存マウス抗体を組み合わせて、非特異反応を回避した心筋梗塞診断ストリップを開発した。 
 
・日本製粉でニワトリを用いた抗体の受託生産事業開始。 
 

（付記）主な調査参考資料   
1. 松田治男、ニワトリモノクローナル抗体技術 その背景と応用の実際、（発表資料）2011 
2. ニワトリモノクローナル抗体を利用した簡易検査薬の開発、JST 
3. 免疫動物にニワトリを用いた親和性モノクローナル抗体、重点地域研究開発推進プログラム 育成研

究成果集 
4. 広島大学松田治男研究室ホームページ 
5. 堀内浩幸、山下祐輔、西田憲正、古澤修一、松田治男、ニワトリにおける抗体エンジニアリングとト

ランスジェニックテクノロジー、FFI JOURNAL、211（11）、2006 
6. 株式会社広島バイオメディカル ホームページ 
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第６節 葉緑体の増殖制御技術の開発と応用に関する先導的研究 
 
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 
研究組織 代表者：黒岩 常祥、実施期間：平成 12 年度－16 年度 

中課題名 開始

年度

終了

年度
所属（事業当時） 研究者 

① 極限環境藻類を用いた葉緑体増殖機構に関する基盤

研究 12 16 立教大学理学部 黒岩 常祥 

② 海洋藻類の原核型及び真核型葉緑体分裂遺伝子の探

索と遺伝子導入による葉緑体増殖技術の開発と応用 12 16 東京大学大学院新領

域創成科学研究科 河野 重行 

③ 
陸上植物の葉緑体増殖制御技術の開発と遺伝子破壊

による葉緑体分裂関連遺伝子の機能解析 12 16 熊本大学理学部 高野 博嘉 

④ 
原始紅藻から陸上植物への進化と遺伝子導入技術を

基盤とした葉緑体増殖機構の普遍性の解明 12 16 東京大学大学院理学

系研究科 東山 哲也 

ヒアリング協力者 黒岩 常祥、立教大学極限生命情報研究センター長 
ヒアリング実施日：平成 22 年 12 月 1 日 
 

 
１．研究の背景と位置付け 
植物は、細胞内での葉緑体数の増加によって光合成機能の増強を図ってきた。近年社会問題となって

いる大気中の炭酸ガス濃度増加による地球温暖化や食糧問題に対応するために、この葉緑体数の増加を

遺伝子レベルで制御し、植物の光合成機能を向上することが求められている。光合成の現場である葉緑

体は、シアノバクテリアの共生によって誕生し、増殖して機能を果たすオルガネラであるが、その分裂・

増殖機構はほとんど未解明であった。提案者らは、1986 年に世界に先駆けて原始紅藻類 Cyanidium 
caldarium と Cyanidioschyzon merolae （シゾン）で葉緑体の分裂装置である PD リングを発見した。

その後、全ての植物が PD リングを使って分裂を行っていることが明らかになってきた。PD リングの

解析等から、葉緑体の増殖は原核生物と真核生物に由来する遺伝子の相互作用により制御されているこ

とが示唆された。 
そこで本研究では、原始紅藻から高等植物までを視野に入れて葉緑体の分裂機構を解明し、食糧生産

向上と環境浄化に役立つ基盤的成果を挙げることを目的とした。 
 
２．研究の展開 

研究者へのアンケートおよびヒアリング調査の結果をスコア化し、基礎研究推進事業の開始時、終了

後、今後の研究の方向性をレーダー図で示した。 
 

事業開始から全方面に対して最大の進展を目指して研究が

進められた。開始直後、葉緑体の分裂機構の解明には、シゾン

の細胞核ゲノム情報が不可欠であることがわかり、シゾンの３

ゲノム（細胞核、ミトコンドリア、葉緑体）の完全解読とデー

タベース登録など研究基盤の整備が図られた。この情報を使っ

て葉緑体とミトコンドリアの分裂の細胞機構の解明とそれら

基礎研究の深化

研究基盤整備

農林水産現場の新

技術開発

生物関連産業の新

技術開発

新製品の創出

国際展開

開始時の方向

終了後の方向

今後の方向
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の類似性の発見など、基礎研究の深化の方向性も大きい。また、

ゲノム情報と分裂機構の解明により食糧生産性の向上など農

林水産、生物関連産業への方向性も広がっている。この成果が

評価され、次の基礎研究推進事業(平成 17 年度～22 年度)にも

採択され、ゲノム科学による研究は著しく発展した。 
 
基礎研究推進事業の開始から今後の展望までの全体図を示した。 
 
 
 
 
 
 

細胞増殖に関わるガンやマラリアの撲滅

葉緑体の分裂・増殖のしくみを解明

シゾンの全ゲノム解読

細胞膜プロトン
ATPase遺伝子
導入により耐酸
性/耐アルミニウ
ムイオン性植物
を作出。

事 業 期 間 中 の 研 究 成 果

そ の 後 の 展 開

今 後 の 展 開

モデル生物として世界的に利用 真核生物の細胞増殖機構の全貌解明

色素体ゲノム
（149,967塩基対）、
細胞核ゲノム
（16,520,305塩基
対）の全塩基配列
を決定し、すでに
解読していたミトコ
ンドリアゲノム
（32,211塩基対）と
合わせ、シゾンの
全ゲノム情報を得
ることに成功。

細胞と細胞小器官の分裂・増殖の基本機構の解明

環境変動耐性の食物の作出による食糧生産の向上

シゾンを用いて
真核生物型葉
緑体分裂に関
わるPDリング
を世界で初め
て発見し、分裂
の分子機構を
解明。

葉緑体の分裂装置の同定と機能解明

耐酸性植物、耐高温植物の作出

全ゲノム情報のデータ
ベース採用（SALAD）

マイクロアレイ化

遺伝子破壊技術の確立

野生型 形質転換体

耐酸性/耐アルミニウムイオン

23℃ 28℃ 33℃

耐高温

APX遺伝子導入により耐高温性植物を
作出。

シロイヌナズナ

シロイヌナズナ

シゾンの
オミクス情報利用

細胞小器官の分裂機構
の解明

シゾンのゲノム情報を
活用し、基盤情報・技
術を確立

→ 細胞周期解析
（全遺伝子発現）

→ ミトコンドリア分裂
たんぱく質の発見

夢

細胞内小器
官の分裂の
仕組みを全

て知る

葉緑体の分子分裂機構

小胞の分裂機構

ミトコンドリ
アの分裂に
働く遺伝子
KASUGAI、
および小胞
の分裂に不
可欠の
TSUKISOIを
発見し同定。

基礎研究

農業

医療
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基礎研究推進事業の開始から終了後現在までの研究の展開を、文献・特許調査やヒアリング調査をもと

にして俯瞰的に図に記した。 
 
 
 
 
 
 
 

基礎研究推進事業期間中（2000－2004）

葉緑体の分裂のしくみ解明 

３ゲノム 

hupA遺伝子

産物 

  HUが葉緑

体核を 

組織し核分裂

を

シゾンの分裂期葉緑体

の単離に成功（2002） 

葉緑体ダイナ

ミンの発見 

（Miyagishima 

et al, 2003) 

ミトコンドリア 

（Ohta et al, 

1998）

特開2006-230267シゾンを選択的に培養する培地 

特開2006-230266紅藻のシアニジウム属を培養する

培地 

FtsZの構造と機能解析 

（Takahara et al, 2000 ; 

Miyagishima et al, 2001） 

FtsZを海洋、陸上植物34

種で同定 

細胞核 

（Matsuzaki 

et al, 2004）

葉緑体 

（Ohta et al, 

2003）

真核植物の基“シゾン”のゲノム解読 

原核型FtsZはリング構造を

とり葉緑体の分裂を制御 

（2001） 

FtsZリングと内外PDリン

グが別個の構造体で役

割も異なること、植物で

の一般性を発見 

（Miyagishima et al, 

2001,2003;Kuroiwa H. et 

al. 2002） 

バイオインフォマティクス比較ゲノム

科学 

シゾンPDリングの単離・純

化に成功（2003） 

マイクロレーザーで 

受精卵を制御する 

技術開発・PDリン

グ構成タンパク質

の機能解析 

（Higashiyama et al, 

2001) 

原始紅藻“シゾン”の３ゲノムの完全解読に

成功（Nature 2004 ） 

トキソプラズマで 

色素体分裂装置 

を発見（2001） 

PD リングの単離と構成

タンパク質の検索開始 

シゾンPDリング構成タンパク質の同

定に成功（2004） 

ゲノム情報の 

一般への 

利用開始、 

国際化への加速 

SALAD データベース

に採用 

プロテオーム解析 (2004。2009)

３ゲノムマイクロアレイトランスクリプトーム解析（2004）

遺伝子破壊技

術の構築 

（2004,2009) 

液胞の分配、遺伝に必須な遺伝子「TSUKISOI」

を発見（Fujiwara et al, 2010 The Plant cell） 

特開2010-207103 

シアニジウム類由来

のアスコルビン酸ペル

オキシダ―ゼタンパク

質、その遺伝子及びこ

れらの用途、他2件 

構造生物学及び原子生

物学への寄与 

葉緑体とミトコンドリアの分裂マシンのタンパク

質とその遺伝子を同定に成功（Yoshida et al. 

Science 2006（Yoshida et al. Curr Biol 2009）  

PDFマシーン、MDFマシーン

の単離に成功 

葉緑体分裂ナノマシン本体遺伝子「KASUGAI」

を発見（Yoshida et al. 2010 Science） 

環境ストレス耐性遺伝子の高等植物

への導入に成功（2009） 

環境適応能をもつ農作物の改良への貢献 細胞内小器官の分裂機構の全貌解明へ 

酸性、高温、高金属イオンに各耐性高等植物の

作出に成功（Hirooka et al. PC.Rep. 2009,  

Sakajiri et al.2010） 

シゾンで各環境ストレス耐性遺伝子

の発見（2008） 葉緑体の分裂がダイナミックトリ

オで起こることを解明 

（Yoshida et al. 2006 Science） 

基礎研究推進事業終了後（2004－現在）

葉緑体の分裂の細胞機構の解

レーザー熱膨張式微量

インジェクター（ネッパジ

ーン株式会社）販売 
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３．基礎研究推進事業において実施された内容 
 
（１）研究目的 

光合成細菌の共生に起源を持ち、光合成を担う葉緑体（色素体）は、細胞内小器官としての重要な機

能を果たすが、その分裂・増殖の機構の詳細は不明であった。本研究では、原始紅藻から高等植物まで

を材料とし、葉緑体の分裂機構を原核生物型及び真核生物型遺伝子による統御の両面から、形態学、生

化学及びゲノム科学の手法により解明し、食糧生産向上と環境浄化に役立つ基盤成果を挙げることを目

的とした。 
 
（２）研究内容 
１）原核生物型葉緑体分裂制御遺伝子 hupA による FtsZ リングの分裂開始位置決定機構の解明 

葉緑体のゲノムを完全解読する過程で見つかった hupA 遺伝子の働きとして、FtsZ が葉緑体の

位置を認識しリングを形成する場所の決定に関連している事が示唆された。そこでシゾンの hupA
遺伝子を単離し、タンパク質から抗体を作製して、その機能を詳しく検討した。 

 
２）原核生物型葉緑体分裂制御遺伝子 ftsZ の構造と機能解析 

大腸菌で発見され、ほとんどの細菌で細胞分裂に使われていることが判明した ftsZ 遺伝子が、

葉緑体の分裂にも関与していると考えられることから、hupA 遺伝子産物 HU に決定された葉緑

体の分裂予定面に、FtsZ タンパク質がどの様に集合するのかを解析することとした。シゾンやユ

リから ftsZ 遺伝子を分離し、組み換えタンパク質を合成し抗体を作製、免疫蛍光顕微鏡と免疫電

子顕微鏡を用いて、シゾンやゼラニウムの胚・葉、タバコ BY-2 培養細胞について観察し、機能解

析を行った。 
 
３）真核生物型葉緑体分裂制御 PD リングの構造と機能の解析 

PD リングは基本的には内 PD リングと外 PD リングから形成されているが、葉緑体の起源がシ

アノバクテリアであると考えると、内 PD リングは FtsZ タンパク質、外 PD リングは宿主細胞核

型遺伝子からできた産物であると推測された。FtsZ タンパク質の抗体を用い、PD リングの構造

を蛍光顕微鏡と免疫電子顕微鏡で解析した。 
 
４）PD リングの単離と構成タンパク質の検索 

シゾンの分裂期葉緑体を無傷に単離し、走査型電子顕微鏡で観察したところ、葉緑体の中央く

びれ部分に外 PD リングが付着していた。そこで分画した葉緑体から外 PD リングを粗単離し、

PD リングのタンパク質を依頼試料として MULDI TOF-MS 法で解析し、解読中のゲノム情報を

もとに PD リングに関連する遺伝子を検索した。 
 

５）全ゲノム情報を基にした真核生物型葉緑体分裂制御遺伝子探索とその機能の解明 
葉緑体の分裂機構の解明に必須であるシゾンの全核ゲノム情報を得るため、細胞核ゲノムの解

析を行った。完全解読したこのゲノム情報をもとに、比較ゲノム解析をし、並行して研究してい
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たミトコンドリアの分裂関連遺伝子の情報も参考に、葉緑体分裂関連遺伝子の探索を行った。 
 
６）シゾンのミトコンドリア、葉緑体、細胞核ゲノムの完全解読 

既に解読していたミトコンドリアゲノムに続いて、葉緑体ゲノムと細胞核ゲノムの全塩基配列

の決定を行った。細胞核の塩基配列は 99.98％がされ、一般的には完全解読と評価された。 
 
７）シゾンの突然変異体と相同組み換え法の開発 

シゾンは、植物の要でもあり、ゲノムサイズが小さく、遺伝子数も最少であり、半数体でもあ

るので、この遺伝子を改変できれば植物の重要かつ基本的な現象を解析するのに大変有用である。

しかし、シゾンは高温強酸性での液体培養は可能であるが、プレート培養法はまだ確立していな

かった。そこで、プレート培養法を確立し、突然変異体の単離と形質転換系の開発を行った。 
 
８）葉緑体増殖機構の普遍性の解明とそれに利用するマイクロ技術の開発 

葉緑体増殖機構を解明するためのマイクロレーザーやマイクロピペットを用いた遺伝子導入技

術や顕微細胞操作技術を開発し、葉緑体ダイナミン遺伝子に注目して葉緑体増殖機構の植物界にお

ける普遍性および進化を解明する。 
 
（３）主な研究成果 
１）原核生物型葉緑体分裂制御因子 FtsZ リングの位置決定機構 

葉緑体ゲノムの中にヒストン様のタンパク質をコードする遺伝子 hupA を発見した。この遺伝

子を分離しその機能解析を行った結果、hupA 遺伝子産物 HU は、葉緑体 DNA の組織化し、葉緑

体核（核様体）構築に重要な役割を果たしているだけでなく、原核生物型遺伝子産物 FtsZ が葉緑

体の分裂面に集合するための位置決定の役割をしていることを明らかにした。 
 
２）原核生物型葉緑体分裂制御遺伝子産物 FtsZ の構造と機能解析 

シゾンやユリから ftsZ 遺伝子を分離し抗体を得て、ウエスタンブロッティング、免疫蛍光顕微

鏡法、免疫電子顕微鏡法などを用いて、シゾンやゼラニウムの胚・葉、タバコ BY-2 培養細胞につ

いて機能解析を行った。シゾンでは、FtsZ は分裂が始まる前の葉緑体の中央部にリング状に現れ、

分裂が進むと葉緑体のくびれに沿ってリングも絞り込まれて小さくなる。リングの幅は常に均一

であるのに対して、リングの径は分裂の進行につれて小さくなることから、FtsZ リングは脱重合

しながら絞り込まれていくことが示唆された。FtsZ リングが分裂開始前の葉緑体の中央分裂予定

域に出現し、くびれ込みが始まると PD リングが現れることを確認した。FtsZ リングは内中外 PD
リングの更に内側にあり、PD リングとは一致しなかった。くびれが進行し、外 PD リングがくび

れをとりまく最終段階で、FtsZ リングはくびれ部分からはずれ、娘葉緑体の側面に移動する。従

って FtsZ タンパク質は最終的な分断は行っていないことが明らかとなった。陸上植物でもシゾン

と同様に FtsZ タンパクは葉緑体分裂面にリングを形成し、普通葉では FtsZ リングは葉緑体の中

央に形成される単一リングで、葉緑体が均等二分裂で増えることが明らかになった。一方、胚発

生時のような急激な細胞分裂が繰り返される組織を詳しく解析してみると、組織形成初期に色素

体が一気に伸長する現象がみられた。このときの FtsZ の局在を調べると、くびれの部分だけでな
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く、色素体の全長にそって多数の FtsZ リングが形成され、細胞内すべての色素体が 5～10 個の多

重リングを持っていた。また、FtsZ リングは分裂後期に完全に解体された。このような多重リン

グ様式は細胞分裂が活発な分裂組織に見られることから、同時に多くの色素体を作るための系で

あると考えられた。この系での遺伝子導入系が開発され、その顕微装置は後に市販されるに至っ

た。 
 
３）真核生物型葉緑体分裂制御 PD リングの構造と機能の解析 

内外 PD リングと FtsZ リングの関係を免疫電子顕微鏡で調べたところ、葉緑体のくびれ込みが

始まる前に、FtsZ リングが葉緑体中央部に形成される。わずかなくびれ込みが見られるとすぐに

内 PD リングが FtsZ リングと内包膜の間に現れる。次に内 PD リングの外側の外包膜表面の細胞

質側に、たくさんの小さな小胞が分裂面を囲むようにリング状に集合し、それらが繊維を放出し、

直径 5－7µm の細い繊維の束から成る外 PD リングが形成された。外 PD リングは分裂の最終時

まで残り、分裂面とほぼ同時に収縮することから、外 PD リングが収縮力を発揮していると考え

られる。高等植物のゼラニウムにおいても、PD リングと FtsZ リングの関係は、シゾンとほぼ同

様であった。また、胚発生初期の FtsZ の多重リングをもつ葉緑体においても、PD リングは葉緑

体中央のくびれ部分にのみ形成された。さらに、マラリア原虫やトキソプラズマの色素体も PD
リング様の構造を使って分裂していることが明らかとなった。また高等植物の受精に必須な遺伝

子「ユイノウ」を発見した。 
 
４）PD リングの単離と構成タンパク質の検索 

外 PD リングの遺伝子同定を目指し、シゾンの葉緑体から高精度に分裂期葉緑体を単離し、葉

緑体外膜および外 PD リングからなる粗 PD リング画分まで精製した。これを質量分析したが、外

PD リングの構成物質の同定には至らなかった。粗 PD リング画分に含まれる膜タンパクや膜構成

成分である脂質成分が解析に大きく影響したことが判明した。そこで同画分から外 PD リングを

中心とする葉緑体分裂装置のみを分画精製することを目指すこととした。 
また、外 PD リングと同様に葉緑体外膜に形成されるダイナミンリングを解析したところ、生

化学処理後の粗 PD リング画分においても外 PD リングの近傍に局在していることが分かった。こ

のことからダイナミンリングと外 PD リングは複合体リングを形成している事が示唆された。外

PD リングはこれまで電子顕微鏡でのみ確認できたが、ダイナミンとの複合体として間接的に光学

顕微鏡レベルで可視化することに成功した。この複合体を蛍光顕微鏡観察で目視しながら生化学

的操作を行ったところ、葉緑体分裂装置は外 PD リングを中心とした複数種のタンパク質から成

るタンパク複合体であり、その複合体分裂装置が分裂の際の物理的な力を発揮していることが明

らかになった。これは Science 誌でもハイライトとして評価され、その顕微鏡写真は目次を飾っ

た。 
 
５）全ゲノム情報を基にした真核生物型葉緑体分裂制御遺伝子の探索とその機能の解明 

解読したゲノム情報から真核型分裂遺伝子ダイナミンを発見した。この遺伝子は１個で、葉緑

体分裂開始２時間前に発現し、タンパク質に翻訳され細胞質にダイナミンパッチとして存在した。

葉緑体分裂の最終段階に入るとダイナミンパッチが葉緑体の分裂面に移動し、外 PD リングの内
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側にリングを形成し分断の遂行に寄与した。これらのことより、葉緑体の分裂時には、FtsZ リン

グ、PD リング、ダイナミックリングが順次出現し、それぞれが位置決定、収縮、分断などの機能

を発揮して、最終的に葉緑体分裂が遂行されることが明らかとなった。これらをダイナミックト

リオと名付けた。 
 
６）シゾンのミトコンドリア、葉緑体、細胞核ゲノムの完全解読 

色素体ゲノム（149,967 塩基対）、細胞核ゲノム（16,520,305 塩基対）の全塩基配列を決定した

ことにより、すでに解読していたミトコンドリアゲノム（32,211 塩基対）と合わせ、シゾンの持

つ全ゲノム情報を得ることに成功した。これらの情報を解析することにより、シゾンが植物のみ

ならず真核生物の起源的な「要」に位置することが明らかとなった。これは Nature 誌でもハイラ

イトとして評価され、そのシゾンの写真は目次を飾った。 
 
７）シゾンの突然変異と相同組み換え法の開発 

これまで高温強酸性での液体培養法しかなったが、シゾンのプレート培養法を確立した。突然

変異体の分離や遺伝子導入を可能にするため、培地組成の改変など行い、これらについて２件の

特許を取得した。 
 
８）葉緑体増殖機構の普遍性の解明とそれに利用するマイクロ技術の開発 

葉緑体ダイナミンは原始紅藻（シゾン）から緑藻（クラミドモナス）、2 次共生藻（ケイソウ）、

コケ（ヒメツリガネゴケ）、高等植物（シロイヌナズナ、イネ、トレニア）に至るまで普遍的に存

在し、機能ドメイン構造も保存されていることが明らかになった。また、レーザー吸収剤にマイ

クロレーザーを照射して高い熱膨張圧を発生させることにより細胞などに試薬を顕微注入する

LTM 法を開発し、針先 0.1μm 以下のマイクロピペットでの遺伝子導入、および核やオルガネラへ

の精密インジェクションが簡単に行えるようになった。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図１ 葉緑体のゲノム配列に関する論文  図２ 原始紅藻シゾンの分裂機構モデル  図３ LTM 装置（上） 
卵細胞への試料導入（下） 

（出典 新技術新分野創出のための基礎研究推進事業、研究成果報告書） 

Matsuzaki et al. Nature 428, 653 (2004) 
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４．事業終了後の状況 
 
（１）研究発展状況 
基礎研究推進事業の終了後も、研究代表者の黒岩常祥氏は 2005 年～2009 年に「極限環境生物が継承

する生存戦略のオミクス解析に基づく耐酸性・耐高温植物の作出」が基礎研究推進事業に採択され、さ

らに継続的に日本学術振興会から研究資金を獲得し、研究活動を活発に行ってきた。本事業期間中の研

究成果に基づき発展した次期基礎研究推進事業では、ゲノムの塩基配列を 100％解読した。100％解読

は真核生物として最初であり、現在も唯一である。このゲノム情報を基にシゾンが極限環境である高温、

強酸性、更には強金属イオンに強い理由を遺伝子に求め、遂に高温、強酸性そして強金属イオンの耐性

に関わる遺伝子を同定した。この遺伝子を高等植物のシロイヌナズナやイネに導入し、極限環境に強い

植物の作出に成功した。それぞれの遺伝子は特許として申請した。また、葉緑体やミトコンドリアの分

裂装置を形成する複数のタンパク質をコードしている遺伝子のうち、ミトコンドリアの分裂装置の内側

にあるタンパク質の遺伝子の同定に成功した。これらの学術的成果は、インパクトが最も高いといわれ

る雑誌にも数々掲載されて注目を集めている。また、シゾンの３ゲノム情報はデータベース「SALAD」

に登録され、国内外の研究機関にも多数利用されており、海外の大学では、構造生物科学のモデル材料

としてシゾン細胞タンパク質が多数選ばれ構造解析が進められている。本事業での研究に基づき解明さ

れた細胞小器官の分裂・増殖の基本機構や遺伝様式などは、国際的な分子生物学の教科書にも掲載され

るなど、細胞生物学や遺伝学の基本的学習事項となっている。国内ではシゾンのゲノム情報を利用する

研究プロジェクトの実施へも波及し、文部科学省の平成 18 年度私立大学学術推進高度化推進事業に「極

限環境生物の適応進化機構の解明とその応用―ゲノム情報解読を基盤に―」が採択された。ここでは、

ミトコンドリアと色素体の分裂装置の機能や単膜系細胞小器官の分裂分配機構が新たに解明し、さらに

マラリアの生殖に関わる遺伝子 GCS1 を発見するなど、数々の重要な知見がもたらされている。これら

の功績が認められ、日本植物学会大賞、アメリカ植物科学会賞、紫綬褒章、日本学士院賞などを受賞し、

2010 年 12 月には日本学士院会員に選定されている。シゾンの葉緑体、ミトコンドリアの分裂・増殖機

構の研究成果は、基礎科学として最も重要な真核細胞の誕生の解明につながると考えられている。また

こうした葉緑体の分裂や極限環境に関わる遺伝子は食糧生産、環境などの研究にも利用されつつあり、

今後の発展が大きく期待されている。 
本事業における中課題研究成果も、それぞれの担当研究者によって大きく進展している。東山哲也氏

が本事業で開発した受精卵への遺伝子導入法は、平成１８年度に科学技術振興機構（JST）の独創的シ

ーズ展開事業でネッパジーン株式会社との共同研究によりレーザー熱膨張式微量インジェクターが実

用化された。この技術を活用して戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さきがけ）研究において花粉

管誘引機構を突き止めた。平成２２年度には JST の戦略的創造研究推進事業（ERATO）に採択され、

「生命システムの動作原理の解明と活用のための基盤技術の創出研究」として、細胞内分子の動態を直

接観察して植物発生機構の解明を進めている。また、河野重行氏は平成２２年度 JST の CREST「藻類・

水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」研究領域において

「微細藻類の倍数化と重イオンビーム照射によるバイオ燃料増産株作出に関する新技術開発」の課題が

採択され、バイオ燃料領域への実用化を目指した研究開発を展開している。 
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（２）新たな研究成果 

１）葉緑体分裂機構の解析 
オルガネラ MALDI TOF-MS 分画法により PDF マシーン、MDF マシーンの単離に成功した。 

この方法で純化した PDF マシーンの構造と機能を以下のように解明した。 
（Yoshida et al. 2006 Scinence） 

・PDF マシーンは 20 余りのタンパク質から成る複雑な装置である。 
・ダイナミン顆粒が細胞質から PDF マシーンへ移行し融合する。その後、ダイナミンが PDF マシ

ーンの滑り込みと分断に重要な役割を果たしている。 
・さらに、2007 年には、単離した PDF マシーンから 20 種余りのタンパク質を分離し、TOF-MS、

シゾンゲノム情報により遺伝子を同定することに成功している。その後解析を続けた結果、つい

に PD リングを構成するタンパク質（PDR1）とその遺伝子「KASUGSAI」を同定した（Yoshida 
et al. 2010 Science）。葉緑体分裂装置が 30 種あまりのタンパク質で構成されその本体が

KASUGAI で合成された糖のナノフィラメントの束であり、これらがダイナミンタンパク質と相

互作用して滑り込むことによって分裂することを突き止めた。 

 
２）ミトコンドリア分裂機構の解析 

単離することに成功したミトコンドリアのタンパク質 20 種あまりを個々に解析したところ、PDF
マシーンの内側にあり、FtsZ と密接に働くたんぱく質 ZED とその遺伝子の同定に成功した（Yoshida 
et al. 2009 Current Biology）。ZED タンパク質は、バクテリア分裂タンパク質 ZapA の機能的アナロ

グであり FtsZ と共に MDF マシーンの基盤装置を構築しているとの考えを示している。 
 
３）液胞の分配、遺伝機構の解析 
上記のように DNA を含む細胞小器官である葉緑体やミトコンドリアの分裂機構の研究は分裂装置

を基本に進んだ。しかし DNA を含まない単膜系の液胞（一般的にはリソソームと呼ばれている）の

分配、遺伝機構の解析は、液胞が巨大で不定形であり同調的な振る舞いをしないなどの理由で進んで

いなかった。研究者らは、2007 年にシゾンの液胞がミトコンドリアを担体として分配されていく事

をつきとめた（Yagisawa et al. Planta）。液胞の分配が同調的に起こることから、遺伝子発現をマイ

クロアレイデータに基づき解析した結果、分配の時期に発現が強くなる遺伝子「TSUKISOI」を発見

した。「TSUKISOI」遺伝子産物 VIG1 タンパク質が、遺伝子破壊技術などから分配に必須なことが

明らかとなった（Fujiwara et al. 2010  The Plant Cell）。 
 
４）全ゲノム解析に伴う基盤技術の整備（図１） 
シゾンのゲノム情報は、SALAD データベースとして登録され、農林水産業などの応用研究に盛ん

に利用されている。更にシゾンゲノムを基に、マイクロアレイによる全遺伝子のトランスクリプトー

ム解析、MULDI TOF-MS-プロテオーム解析による、葉緑体やミトコンドリアの分裂装置に必須な物

質の超高率同定に成功した。 
 
５）シゾンの遺伝子破壊技術の開発 
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シゾンの発現解析技術によって得られた未知遺伝子の機能解析が要求されるようになり、2008～
2010 年、DNA 導入法や遺伝子破壊技術などを開発、実験系の確立に成功した（Imamura et al. 
Proc.Natl. Acad. Sci. USA 2009）。 
 
６）酸性耐性、高温耐性、高アルミニウムイオン耐性、塩・Ca 耐性に関わる遺伝子の同定（図２） 

これまでシロイヌナズナなどを用いて、ストレス環境下に置かれた時に発現する遺伝子を同定し、

ストレス耐性遺伝子として同定する方法が用いられてきたが、研究者らはシゾンの高温硫酸酸性環

境下での棲息という特質を生かし、極限環境適応遺伝子を明らかにする方法をとった。具体的には、

EST 解析により、シゾンの通常の培養条件下で発現している遺伝子の発現量を調べた。際立って高

い発現量を示したのが細胞膜型 p-type のプロトン ATPase（PMA）遺伝子であった。この遺伝子

産物はプロトン排出を行うポンプタンパク質であるため、シゾン PMA は高プロトン濃度環境下で

の棲息に欠かせない遺伝子であると示唆された。また、その他葉緑体アスコルビン酸ペルオキシダ

ーゼ（APX）遺伝子の発現量も多く、APX は活性酸素を無毒化する役割を持つため、葉緑体の酸

化防御に重要であると示唆された。このように通常培養で高く発現する遺伝子の他に、環境の変化

に伴い発現が誘導される遺伝子を、マイクロアレイを用いて探索し、温度、pH、紫外線、NaCl、
アルミニウムイオンなどに対するストレス耐性遺伝子候補を同定し、3 種の特許を得た。 

 
７）ストレス耐性植物の作出（図２、３） 

上記候補遺伝子を高等植物（ヒメツリガネゴケ、シロイヌナズナ、イネなど）に導入し、耐酸性、

耐高温などの環境ストレスに対して耐性能力を獲得した高等植物を作出することに成功した。 
・耐酸性：シゾンの PMA 遺伝子をヒメツリガネゴケに導入して形質転換体を作成し、酸性環境下

（pH4.8）で培養したところ、野生型は枯死したが形質転換体は成長し続けた。 
・耐高温：シロイヌナズナを生育させていた常温（23℃）から一定期間高温（33℃）へ置き、その

後常温にて観察したところ、野生型は枯死したのに対し、シゾンの APX 遺伝子を導入した形質

転換株は緑色を保ち成長し続けた。一方、シロイヌナズナの内在性の APX を過剰発現させた株

では高温耐性は向上せず、野生型と同様に枯死した。 
・アルミニウムイオン耐性：シロイヌナズナにシゾン PMA 遺伝子を導入して得られた形質転換株

は、耐酸性に加えアルミニウムイオンに対する耐性も向上していることが明らかとなった。また、

シゾンを高濃度のアルミニウムイオン環境下で培養したときに誘導される遺伝子をマイクロア

レイで探索し、得られたシゾン固有の新規遺伝子を同定した。この遺伝子をイネに導入した予備

実験ではアルミニウムイオン耐性の向上が確認されており、さらなる解析を進めている。 
 
８）マラリアの生殖に関わる遺伝子 GCS1 の発見 

ほとんどの高等動植物は、その基盤にシゾンと共通の遺伝子を保存しているという観点からマラ

リア原虫の遺伝子を解析し、ユイノウ遺伝子と類似の遺伝子 GCS1 を発見した。この遺伝子を破壊

したところ受精が行われなかったことから、マラリアの生殖に関わっていることが示され、ワクチ

ン開発への可能性が示唆された。 
 

９）レーザーマイクロインジェクターの開発と利用（図４） 
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マイクロレーザーにより細胞に物質を顕微導入する装置を開発した。この装置を利用して、複雑

なめしべ組織中で、雄の花粉管が卵細胞に到着する機構を発見した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典：生研センターホームページ 基礎研究推進事業 21 年度研究成果報告書、 

ネッパジーン株式会社ホームページ http://www.nepagene.jp/catalogue/LTM-1000.htm）

図 1 全ゲノム解析に伴う基
盤技術の整備 

図 2 耐酸性、耐アルミニウムイオン、耐高
温に関わる遺伝子の同定とストレス
耐性植物の作出 

図 3 耐塩、耐 Ca 植物の作出とイネにおける APX 導入株
の特性 

図４ レーザー熱膨張式微量インジェクター
（ネッパジーン株式会社） 
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（３）波及効果 
１）科学技術的波及効果 

真核生物として初めて細胞小器官を含む 100％のゲノム解読に成功し、細胞研究に最適な研究

システムを構築したことから、生命の誕生、進化、細胞の分裂など、今後の基本的な生命現象の

解明に役立つであろう。また、マイクロレーザーによる受精卵操作技術の開発は、植物での生殖

細胞での精密なインジェクションのために開発され、市販されるに至ったが、今後、動物、植物、

菌類、バクテリア、オルガネラの別を問わずあらゆる分野での応用が期待できる。 
 

２）産業技術的波及効果 
シゾンのプレート培養法の確立により突然変異体の分離や遺伝子導入が可能となり、この培養

法について 2 件の特許公開を行った。葉緑体の分裂機構の解明は、地球温暖化や食糧の生産性向

上への貢献も期待される。シゾンのゲノム情報は、培養水産業の中心である藻類のゲノム解析や

遺伝子解析に急速に使用され始めている。シゾンのような極限環境に生息する生物の遺伝子を利

用することで、環境変動に適応能力を持つ農作物への改良や環境修復への応用が期待される。ま

た、葉緑体で機能するペプチドグリカン合成系遺伝子が発見されたことから、ペプチドグリカン

合成阻害剤を用いた色素体の複製阻害によって、マラリア原虫の生長制御に基づくマラリアの制

御や赤潮阻止に役立つ可能性を持つ。特にユイノウ遺伝子はマラリアにも存在していたことから

マラリア原虫の増殖制御の研究へと発展した(Mori et al.Nature Cell Biol, 2005; Hirai et al 
Curr Biol.2008)。 

 
３）社会的波及効果 

世界で初めて真核生物の１生物種の全ゲノムの完全解読と 100％解読を成し遂げたことは、

Nature と BMC Biol に掲載され、ハイライトして目次に掲載された。また葉緑体の分裂機構の

解明についても Science に２度掲載され、その写真はハイライトとして目次に、更に最近の葉緑

体の分裂装置の写真は表紙を飾った。受精機構に関しては Nature 誌掲載され、その受精像は表

紙を飾るなど、多くの発見、開発が多数の一流誌に掲載されている。シゾンは現在細胞研究のモ

デル生物となり、ゲノム情報は世界の多くの研究機関で利用され、構造生物学、医科学、環境科

学などの分野で活用されている。 
 

４）人材育成的波及効果 
本事業が若手研究者の成長につながり、これをきっかけに昇進やポスト就任を果たしている。

事業後にも国際的一流誌への投稿論文が受理されるなど活発な活動を行っている。さらに、日本

学術振興会賞などの賞を受賞するなど、これまでの研究活動に対し高い評価を受けている。 
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（４）成果・効果の分析 
検索調査結果、および研究者へのアンケートやヒアリングの結果から、基礎研究と産業化におけるイ

ンプット、アウトプット、アウトカム、インパクトをスコアリングし、本課題の事業期間から現在まで

の成果・効果を分析した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本研究は基礎研究の深化および産業の両面で成果や効果が現れている。生研センターや日本学術振興

会および文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業から、基礎研究および応用研究についての課題

が採択され、研究が広く進められている。その結果、世界で初めてとなる真核生物の全ゲノム解読や葉

緑体分裂ナノマシンの本体の詳細な分子機構を明らかにするなどのアウトプットを得ており、国内外か

ら大きな注目を集め、研究の深化の面での成果・効果は顕著である。また、シゾンはモデル細胞となり、

遺伝子データベースが世界中の研究機関で利用されて研究の深化におけるインパクトは極めて大きい。 
産業化に関しては、食糧増産への応用を目指し、本事業成果の全遺伝子配列データを利用してシゾン

の高温硫酸酸性環境下での棲息に関わる遺伝子を植物に導入することにより高ストレス耐性を持つ植

物が作出された。これらの遺伝子は農林水産業での利用が期待され、新市場創出に向け現在も研究が進

められている。また、新たに発見されたマラリアの増殖に関連する遺伝子は医療分野への応用へと効果

が拡大している。シゾンのプレート培養法は特許が成立しており、この成果により相同組み換え法の開

発等の技術開発成果が得られた他、本事業に参画した研究者により科学技術振興機構の資金を得て応用

研究が進められ、マイクロ注入の市販品が世界中で使用されるなど、産業面へも効果が広がっている。 

研究の深化

産業化

アウトプット アウトカム インパクトインプット

新知見発見

研究領域創出

新市場創出

技術開発特許出願数

論文数

基礎研究資金

産業化資金

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

55555555最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット

新市場創出研究領域創出技術開発新知見発見特許出願数論文数産業化資金基礎研究資金内容

55555555最高値

産業研究の深化

インプット

産業研究の深化産業研究の深化産業研究の深化調査項目

インパクトアウトカムアウトプット



 149

（５）追跡チャート 
アンケートおよびヒアリング調査結果をもとにして、事業期間前から現在までの時間経過に添った基

礎研究成果および産業化成果のグラフを作成した。また、それぞれの成果の転換に影響した促進要因、

阻害要因、外的要因の具体例を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
一般の植物細胞では、1 つの細胞に葉緑体やミトコンドリアを複数持つため、これらの器官の分裂機

構を探るのは困難であった。研究代表者は、太古の地球に生息した原始に近いシンプルな細胞として約

20 年前に藍藻を探索し、核、ミトコンドリア、色素体の 3 ゲノムを 1 つづつ持つシゾンを発見したこ

とが、研究の進展の大きなきっかけとなった。本事業ではこのシゾンの完全解読を達成したことが、そ

の後の分子レベルでの分裂機構を次々と解明する要因になっている。事業期間終了後には、ゲノムのデ

ータベースの公開など国内外の研究の展開に大きく貢献し、シゾンはモデル細胞として世界で利用され

ている。事業面では、研究期間後期にシゾン培養法を発見して特許が成立した。また、シゾンの遺伝子

が真核生物の遺伝子の基盤と成っているとの観点から、本事業の成果がマラリア原虫の生殖に関連する

遺伝子の発見に波及したことが、産業応用の拡大につながっている。本事業で開発したマイクロレーザ

ー機器は、その後の研究開発で市販に至っている。 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010 年

促進要因 阻害要因 外的要因

学士院賞受賞

シゾン培養法の
特許獲得

科研費確保
ゲノム解析研究費用
確保

遺伝子同定
に成功

マイクロレーザーで受精卵
を制御する技術開発

遺伝子同
定未完成試作

作物登録

事業体
確立

応用研究
実施

ライセンス
・譲渡

受賞

学会設立

基盤技術
確立

論文引用
数増大

基礎研究
資金獲得

産業化

特許出願
登録

環境ストレス耐性
能力作物の作出
成功

データベースの公開新製品

普及

新分野創出
産業化
新分野創出
産業化
新分野創出

事業期間

基盤技術
普及

新知見
公表*

*著名雑誌（Nature、Science、Cell等)への公表

3ゲノム完全解読
論文引用数増大

紫綬褒章受章

バーンズ賞受賞

分裂機構の解明
葉緑体分裂がダイナ
ミックトリオで起こるこ
とを発見

ミトコンドリア数や葉
緑体数の少ない資源
生物を探索

細胞小器官数がほと
んど１個のシゾンを発
見・純化し、同調培養
に成功
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５．有識者コメント 
 
 基礎研究、特に葉緑体の分裂機構の解明に関して、世界をリードする極めて優れた成果を上げてきた。

また、実施された研究課題のうち、マイクロレーザーに関する技術開発は、その後、大きく発展し、基

礎研究ではあるが、高等植物の受精機構の解明につながり、関連分野で世界を代表する成果を現在でも

上げている。現在は、課題名にある葉緑体増殖の制御技術、特に人為的制御までにはまだ至っていない。 
 一方、極限環境に生息する藻類を解析することで、新しい環境耐性遺伝子を見いだし、食料生産に活

用しようとする意図で研究が進められた。食料増産への活用に関しては、本課題に引き続いて採択・実

施されている「極限環境生物が継承する生存戦略のオミックス解析に基づく耐酸性・耐高温植物の作出」

においても実施されており、当初課題および継続課題を通じて収集・蓄積されている膨大なデータに関

して、データベースとして公開されており、大きなインパクトを与えるとともに、多くの研究者によっ

て活用されている点は大きな成果・貢献と言ってよいであろう。食料増産への寄与の観点からは各種有

用遺伝子の効果を検証し、マラリア原虫の生殖機能に関連する遺伝子を発見し医療への応用が検討され

つつある。 
 全体をまとめると、研究開始時点での研究課題の設定は時宜を得たものであり、実際、国内外の研究、

特に基礎研究の分野で、世界をリードする極めて優れた成果を研究終了後も上げており、その波及効果

や世界の当該学問分野の発展に極めて大きな貢献をしている。一方、産業利用、特に食料増産への寄与

の観点からは、当初想定されていたほどにはその具体的な利用可能性については現在はまだ見いだされ

ていないが、赤潮対策等の環境修復や分類的に近縁と考えられるマラリア原虫の制御等の異なる視点で

の取り組みが行われている。今後は、基礎研究としての発展に大きな期待がもたれる一方で、産業利用

の観点からも具体的な利用の場面での利用が期待される。 
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６．成果論文 
 
（１）事業関連主要成果論文ランキング（対象：研究代表者） 
１）研究者ランキング 

順位 件数 著者（最新論文に記載された所属） 
1 64 Kuroiwa, Tsuneyoshi 

2 33 Grossman, Arthur R. 

3 27 Kuroiwa, Haruko 

4 26 Misumi, Osami 

4 26 Rochaix, Jean-David 

6 24 Stern, David B. 

7 21 Wollman, Francis-Andre 

8 19 Chang, Chiung-Wen 

8 19 Harris, Elizabeth H. 

8 19 Miyagishima, Shin-Ya 

注１：太字、研究班 
注２：下記の検索式を用いて“CHEMICAL  ABSTRACT“からデータを得た 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）主要成果論文数 

・基礎研究推進事業の期間中の主要論文数 
年 2000 2001 2002 2003 2004 合計 

海外誌 24 28 33 49 49 183 
国内誌 13 11 12 2 9 47 

（出典：終了時の研究成果報告書） 

 

内容 検索式 件数 検索式（CA） 
シゾン L1 5,736 S CYANIDIOSCHYZON(W)MEROLAE OR 

OSTREOCOCCUS(W)TAURI OR 
CHLAMYDOMONAS(W)REINHARDTII OR 
THALASSIOSIRA(W)PSEUDONANA 

ゲノム解析 L2 2,525 L1 AND (GENOME(W)ANAL? OR CHLOROPLAST# 
OR (GENOME OR DNA OR PROTEIN OR 
PEPTIDE)(W)SEQUENCE# OR MITOCHONDRIA OR 
CELL(W)PROLIFERATION OR 
TRANSCRIPT?(W)FACTOR# OR CHROMOSOME) 

分裂機構 L3 669 S EUKARYOT? AND ((GENETIC OR 
ORGANELLE)(W)INHERITANCE OR (DIVISION OR 
DNA)(3A)(MITOCHONDRIA OR PLASTID OR 
CHLOROPLAST)) 

 L4 3,154 S L2 OR L3 
2000 年以
降 

L5 1,776 S L4 AND PY>=2000 

特許除外 L6 1513 S L5 NOT P/DT 
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・基礎研究推進事業の終了以降の主要論文数 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計 

海外誌 3 9 5 8 11 6 42 
国内誌 1 0 2 4 2 2 11 

 
３）被引用上位 10 論文の被引用数 
 

事業前（～1999） 事業中（2000～-2004） 事業後（2005～） 
796 994 295 

 
４）被引用数上位 10 論文 
事業前後の論文を対象として、基礎研究推進事業の期間中の成果論文を白抜き、終了後の成果論文を

緑で示した。 
 

順

位 
論文

No. 年 標題 著者 出典 引用数

1 60 2004 
Genome sequence of the ultrasmall 
unicellular red alga Cyanidioschyzon 
merolae 10D 

Matsuzaki M., et.al. Nature, 428 286
 

2 19 2001 Pollen tube attraction by the synergid cell Higashiyama T.et. 
al. Science 148

3 50 2003 A plant-specific dynamin-related protein 
forms a ring at the chloroplast division site

Miyagishima S.-Y., 
et al. Plant Cell, 15 88 

4 47 2003 
Complete sequence and analysis of the 
plastid genome of the unicellular red alga 
Cyanidioschyzon merolae 

Ohta N., et. al. DNA Research, 
10 79 

4 49 2003 
 

The phylogenetic position of red algae 
revealed by multiple nuclear genes from 
mitochondria-containing eukaryotes and 
an alternative hypothesis on the origin of 
plastids 

Nozaki H., et. al. 
Journal of 
Molecular 
Evolution, 56 

79 

6 38 2002 
 

A complex and mobile structure forms a 
distinct subregion within the continuous 
vacuolar membrane in young cotyledons of 
Arabidopsis 

Saito C., et. al. Plant Journal, 29 69 
 

7 15 2001 

Plastid division is driven by a complex 
mechanism that involves differential 
transition of the bacterial and eukaryotic 
division rings 

Miyagishima S.-Y., 
et. al. Plant Cell 13 65 

 

8 51 2003 
Dynamic recruitment of dynamin for final 
mitochondrial severance in a primitive red 
alga 

Nishida K., et. al. PNAS, 100 63 

9 78 2006 GENERATIVE CELL SPECIFIC 1 is 
essential for angiosperm fertilization 

Mori T., et. al. Nature Cell 
Biology, 8 

59 
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順

位 
論文

No. 年 標題 著者 出典 引用数

9 22 2001 

The chloroplast clpP gene, encoding a 
proteolytic subunit of ATP-dependent 
protease, is indispensable for chloroplast 
development in tobacco 

Shikanai T., et. al. Plant and Cell 
Physiology, 42 

59 

 
５）被引用数の年次推移 
被引用上位論文（5 件）の引用数の年次推移を示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６）引用論文の分野 
被引用上位論文（10 件）を引用した論文について、件数をそれらが掲載されている雑誌の分野別にま

とめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引用分野（％）

48.0

38.0

6.0
5.0 農学、生物学

生化学、遺伝学、分子生物学 

医薬

多分野

免疫学、微生物学 

環境科学

化学

化学工学

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

年

引
用
数

60

19

50

47

49
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７．実用化データ 

 
１）特許出願 

 
２）実用化例 
レーザー熱膨張式微量インジェクター LTM-1000（ネッパジーン株式会社） 
 
 

（付記）主な調査参考資料 
1. 黒岩常祥、第４回緑の学術賞 受賞者プロフィール、内閣府ホームページ、2008 
2. 生研センター基礎研究推進事業 平成 21 年度研究成果 
3. 科研費研究実績報告書 
4. 日本学士院賞授賞審査要旨 
5. 生物工学会誌第 88 巻第 9 号 463－484、2010 
6. 生化学第 80 巻第 3 号 167－176、2008 
7. 東京大学学術俯瞰講義「生命の科学－構造と機能の調和」ゲノムから見た生命科学 

公開番号 
または特許番号 発明・考案の名称 出願人・ 

権利者名 発明者・考案者 出願日 

特開 2006-230266 

特許第 4180059 号 

紅藻のシアニジウム属を

培養する培地 
学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 

公表日 2006/9/7 

登録日 2008/9/5 

特開 2006-230267 

特許第 4180060 号 
シゾンを選択的に培養す
る培地 

学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 

公表日 2006/9/7 

登録日 2008/9/5 

特開 2010-207103 

シアニジウム類由来のア
スコルビン酸ペルオキシ
ダーゼタンパク質、その遺
伝子及びこれらの用途 

学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 出願日 2009/3/6 

特願 2009-249825 

シアニジウム由来の
Ca2+/H+アンチポータ―
遺伝子を用いた耐性植物
耐の作出方法及び該遺伝
子の用途 

学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 出願日 2009/10/30 

特願 2009-249824 

シアニジウム類由来のプ
ロトン ATP アーゼ遺伝子
を用いた耐性植物体の作
出方法及び該遺伝子の用
途 

学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 出願日 2009/10/30 

特願 2010-196367 LC-MALDI で得られたデ
ータの比較解析方法 

学校法人立
教学院 黒岩常祥 など 出願日 2010/9/2 




