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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施している植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術／植物利用高付

加価値物質製造基盤技術開発」プロジェクトは、閉鎖型植物生産施設において、高付加価値物質

（高機能タンパク質等）を高生産・高効率に生産する遺伝子組換え植物を創出・栽培するための

基盤技術開発を行い、遺伝子組換え植物による有用物質生産を実用化するために、平成１８年度

から平成２２年度まで実施したものである。 

 

今回の評価は、この植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術／植物利用高付加価値物質製造

基盤技術開発の事後評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる植物機能を活用

した高度モノ作り基盤技術／植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発プロジェクト事後評価

検討会（座長：福田裕穂 東京大学大学院理学系研究科 教授）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 
植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発／植物利用高付加価値物質製

造基盤技術開発 

上位施策名 環境安心イノベーションプログラム／環境調和産業創造バイオ 

事業担当課 製造産業局生物化学産業課 

プロジェクトの目的・概要 

有用物質を高効率・高生産させる遺伝子組換え植物の開発と閉鎖型人工環境における植物栽培

技術の開発を一体的に進めることにより、植物による有用物質生産に必要な基盤技術を開発す

る。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２３年度 

バイオテクノロジ

ー開発技術研究組

合、（独）産業技術

総合研究所 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

1,040,432 1,040,432 1,040,432 5,269,558 5,236,040 
 

目標・指標及び成果・達成度 

本事業で設定された目標は、１）実用可能なレベルまで有用物質を蓄積する植物の開発、２）蓄積有用物

質の評価、３）有用物質の安定性・高効率化の基盤技術の確立、４）植物特異的糖鎖修飾の抑制、５）閉鎖型

人工環境下での組換え植物の栽培技術の確立、であり、学術発表および特許出願も多く、ほぼ全ての課題

で、成果が得られ、達成目標に達している。課題ごとの自己評価で多少の判断のばらつきは見られるが、

有用物質の植物での発現と増量が達成でき、初期の期待する機能も検証できている。 

一方で、個別要素技術課題の数が多く、課題ごとの評価にならざるを得ず、目標達成度の設定が不明確

な課題があったり、事業全体のフォーカスがはっきりしなかったりしたため、何らかの方向性が見いだせるよ

うな総合的な検証が必要である。  

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度 

３．【ヒト・動物用医薬品原材料生産植物の研究開発】  

３－１ 

「イネ種子で

の医療用蛋白

質の生産技術

開発」 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 

「組換えジャ

ガイモを利用

した家畜用経

口ワクチン素

材の開発」 

 

 

 

 

 

 

３－３ 

「高機能性物

質生産ダイズ

に関する技術 

開発」 

 

 

 

 

・ワクチン抗原である mCT 

/CTB及び HA融合タンパク質を

米胚乳細胞タンパク質貯蔵体

中に 1mg/g以上発現させ、経口

ワクチンとしての有用性の確

認と品質評価を行う。 

・また、閉鎖型植物工場に適し

たタンパク質発現システムを構

築する。 

・ワクチン米に特化した閉鎖型

栽培システムを構築し、環境制

御技術を開発する。 

 

・高病原性鳥インフルエンザに

対し、高免疫状態を維持しうる

追加免疫用経口ワクチン原料

を開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アルツハイマー病ワクチンペ

プチドを 100mg/100g以上高蓄

積する組換えダイズを作出し、

疾患モデルマウスを用いた経

口投与による機能性評価を行

う。 

・組換えダイズ種子 1.0kg/m2･

 

・1.5mg以上 CTBが蓄積したコレ

ラワクチン米を作成し、品質安定

性や保存性、マウス・サルで経口

での有効性を確認した。 

・植物工場に適した、タンパク質

生産用のプロモーター領域を取得

した。 

・安定かつ生産効率の高い栽培を

可能とする閉鎖型システムを構築

し、米での医療用タンパク質を

50%増加させた。 

 

 

・インフルエンザ抗原を発現する

組換えジャガイモを作出し、植物

工場での水耕栽培条件を確立し

た。抗原発現量および塊茎収量と

もに目標値を達成した。 

・注射型ワクチン接種歴のある鶏

への組換えジャガイモ経口投与に

より、免疫状態の維持による発症

防御延長効果とウイルス排出抑制

が認められ、本素材の有効性を確

認できた。 

 

・ワクチンペプチドを 100mg/100g

以上（最大値 339mg/100g）高蓄積

するダイズを作成した。ワクチン

ペプチドのマウスへの経口投与で

脳内アミロイド減尐、記憶障害改

善効果が認められた。 

・組換えダイズ種子収量 1.0kg/m2･

 

95％ 

 

 

 

100％ 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

95％ 
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３－４ 

「レタスによ

るワクチン成 

分生産技術開

発」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５ 

「医・農・工

融合による 

ヒトチオレド

キシン１の生

産技術の開

発」 

 

年を収穫する栽培技術を確立

する。 

・目的有用物質の発現量を中間

評価時の 20%以上向上させる。 

 

 

 

・ブタ浮腫ワクチンを 1.2mg/g

（乾燥重）生産するレタスを作

出する。 

 

・レタス投与による予防効果の

確認および効果の裏づけとな

る指標を特定する。 

 

・ワクチン生産レタスに特化し

た完全制御型栽培システムを

構築する。 

 

 

 

 

 

・医薬用タンパク質ヒトチオレ

ドキシン１を生重量 1 gあたり

2mg生産するレタスを作成す

る。 

 

 

 

年を達成した。 

・種子中の有用物質蓄積量を 2.2

倍に向上させたが、高蓄積時には

種子収量が減尐し、単位面積当た

りの物質生産性が低下した。 

 

 

・特定アミノ酸配列を用いたワク

チン安定蓄積化技術を発明し、

1.2mg/gを上回る生産を達成し

た。 

・ブタへの経口投与で予防傾向を

確認した。また特異抗体価の上昇

も確認し、免疫指標になりうるこ

とを確認した。 

・ワクチンを生産するレタスの栽

培に最適な環境条件（気温、光、

気流等）を作り出す遺伝子組換え

植物に対応した閉鎖型植物工場シ

ステムを構築し、従来の栽培方法

と比較して約 6.7倍ワクチンを増

産させることが可能となった。 

 

・リボソーム結合配列改良による

生産増加と LEDによる栽培促進、

藍藻 FBP/SBPase導入による光合

成強化、概日リズム制御による生

育促進によりヒトチオレドキシン

１を生重量 1 gあたり 2.6mg 生産

可能な葉緑体形質転換レタスを作

成し、マウス経口投与により糖尿

病慢性的高血糖状態抑制効果と安

全性を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％ 

 

 

 

100％ 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

 

 

100％ 

４．【機能性成分
生産植物の研究開発】  

４－１ 

「高機能性物

質生産イチゴ

 

・高機能性物質生産組換えイチ

ゴの作出、機能性評価、および

 

・果実発現に有用なプロモーター

を獲得。アディポネクチン

 

90％ 

 



 

iv 
 

に関する技術

開発」 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 

「組換えレン

ギョウ等によ

る高機能性成

分生産及び閉

鎖系での栽培

システム構築

の開発」 

 

４－３ 

「組換えトマ

トを利用した

ミラクリン製

造の基盤技術

開発」 

 

４－４ 

「有用成分を 

高効率・高生

産する組換え

植物作出技術

の研究開発」 

 

 

 

 

 

閉鎖型人工環境下における最

適栽培条件の解明を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・植物に微量存在する有用物質

を、組換え植物を作出して、閉

鎖型植物工場で効率よく生産

する。 

 

 

 

 

 

・組換えトマトによりミラクリ

ン精製品の生産量 2.7kg/10a/

年以上にする技術を開発する。 

 

 

 

 

・芳香族二次代謝産物を基質と

した代謝工学により、抗腫瘍活

性等多彩な生理活性を有する

プレニル化ポリフェノールを

大量生産する植物作成の基盤

技術開発をする。 

 

 

 

 

6.9µg/g FW、ラクトアルブミン

1.7µg/g FWを生産する組換えイチ

ゴを作出した。また、従来法と比

較して果実収量が 113%増、目的物

質の生産蓄積量が 60%増となる栽

培環境調節法を解明。加えて、栽

培環境シミュレーション技術とフ

ィルター方式の省エネ型排水処理

システムを開発した。 

 

・ゴマリグナン合成酵素導入やレ

ンギョウ内因性酵素抑制などによ

り 1mg/gのゴマリグナン生産能を

持つ組換えレンギョウを作出し

た。また、ゴマリグナンを蓄積し

た葉を大量生産するために、光照

射、温度、給水法など最適栽培環

境条件を確立した。 

 

・ミラクリン高蓄積トマトとその

植物工場での栽培技術を開発し

た。さらに、ミラクリンの立体構

造の特徴を利用した精製法も確立

し、5.9kg/10a/年のミラクリン生

産性を達成した。 

 

・プレニル化ポリフェノールを生

産する代謝工学の技術基盤を確立

し、トマトなどでプレニル化フラ

ボノイドの生産を行った。 

・植物および放線菌から新規プレ

ニル化酵素遺伝子を取得し、32種

のプレニル化化合物の標品を酵素

合成した。 

・実用化に向け、プレニル化フラ

ボノイドの回収技術の確立と、安

全性試験を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

90％ 

 

 

 

 

 

 

90％ 

 

 

 

90％ 

 

 

 

75％ 
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５．【有用物質生産のための基盤植物作出技術の研究開発】  

５－１ 

「閉鎖型植物

生産施設に適

した有用物質

生産基盤植物

の開発研究」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 

「植物型糖鎖

修飾を抑制し

た植物作出技

術開発」 

 

 

 

 

 

 

５－３ 

「ウィルスベ

クターを用い

 

・植物の生育・伸長、光感受性

等の特定の形質に関与する遺

伝子を制御し、閉鎖型植物工場

での物質生産に適した形質を

付与する。 

・また、植物生産糖タンパク質

N-結合型糖鎖に存在し、アレル

ゲン性が示唆されている植物

特有の糖鎖修飾（植物型糖鎖修

飾）の抑制技術を開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

・植物における O-結合型糖鎖付

加機構を解明し、発現させた有

用タンパク質の 70%以上が O-結

合型糖鎖付加を受けない植物

発現系を開発する。 

 

 

 

 

 

 

・短期間で 2 種類の物質の生

産・効果確認を行う「デュアル

 

・新規遺伝子サイレンシング法で

栽培面積あたりの葉の質量、タン

パク質生産量が 3-5倍増加したタ

バコの作出、開花遺伝子や半矮性

遺伝子の導入及び環境条件の検討

等により低光量で栽培可能で、密

植に適し、背丈を小さくしたが収

量の変わらないイネの作出、地下

部の生育が改善され、株あたりの

ベルベリン収量が増加したセリバ

オウレンの作出をした。 

・また、植物型糖鎖修飾の形成に

関連する遺伝子を RNAi法等によ

り抑制することで、植物型糖鎖修

飾が抑制されたタバコを作出し

た。 

 

・種子ではプロリン残基への糖鎖

付加が殆ど起らないことを発見

し、ヒト CSF2をタバコ種子中にほ

ぼ 100%糖鎖修飾のない形で生産

できた。連続したプロリン残基か

らなる糖鎖付加モチーフを解明し

た。セリン残基へのαガラクトー

ス転移酵素を発見し、その抑制に

より 50%程度の糖鎖付加が減尐す

ることを確認した。 

 

・デュアルシステムによりワクチ

ン成分と免疫増強成分を共発現さ

 

100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

75％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％ 
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た高効率発現

システムの開

発」 

 

 

 

 

 

 

５－４ 

「高効率物質

生産に寄与す

る多重遺伝子

発現と転写翻

訳系改変に関

する研究開

発」 

 

システム」、ウィルスベクター

の発現量を上げる「相乗効果シ

ステム」、ウィルスベクターの

感染拡大による無秩序な遺伝

子拡散を防止する「非拡散シス

テム」の開発をする。 

 

 

 

 

・高効率物質生産に寄与する多

重遺伝子発現系と転写翻訳系

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

せることができ、ワクチン成分単

独より免疫効果が増加しているこ

とを確認した。 

・相乗効果システムによりマーカ

ータンパク質の生産増加を確認し

た。 

・非拡散システムにより組換え植

物に限定された非拡散用ベクター

の感染を確認した。 

 

・多色発光レポーター遺伝子を用

いた評価系を実用化して、高効率

多重遺伝子発現を可能とする新規

介在配列を創製し、RNAサイレン

シングサプレッサー等の有効性の

確認を行い、モデル系として６種

類のレポーター遺伝子同時導入ベ

クターを構築し、組換え植物を作

成した。 

 

 

 

 

 

 

80％ 

 

 

75％ 

 

 

 

95％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．【植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究】  

「植物利用高

付加価値物質

製造分野の動

向調査と関連

情報の収集・

分析」 

 

・植物による有用物質製造事業

を展開していくために必要不

可欠な、①関連市場の将来性、

②他技術との品質・コスト競争

力、③技術以外の要因につい

て、関係情報と課題の整理を行

う。  

・国内外の研究、各種技術比較、

市場関連動向の概要を調査・整理

した。特に、遺伝子組換え植物を

用いた医療用原料・高機能物質等

生産に係る国内外の動向の全体像

を把握し、各実施者に情報共有し

た。 

 

 

100％ 

 

 

 

 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 

＜共通指標＞ 

論文数 国内発表数 国外発表数 
特許等件数 

（出願を含む） 
新聞等 

８５ ３３１ ５７ ７８ ６６ 
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評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

天然資源にとぼしい我が国にあって、我が国の技術の先端性を基盤とし、事業化の可能性が高く、

競争力のある新産業創出を目指した研究開発として、政策的に重要な事業である。遺伝子組換え植

物に対する国民の理解が十分得られていない状況において、企業が単独で実施するにはリスクが高

いため、国が基盤整備を行い、事業化例を示すことが必要である。世界に類を見ない閉鎖型植物栽

培施設を活用することで、遺伝子組換え植物を生産宿主として用いて、稀少なまたは高額な有用物質

を、効率的かつ安定的に生産するプラットフォーム技術を開発したことは、社会的、経済的観点からも

重要である。 

一方で、本事業には多くの基礎的研究が内包しており、成功と失敗を糧としながら全体として基盤

整備を進める計画であったため、共同研究プロジェクトの利点が活かす努力はあったものの、個々の

技術開発に類似の問題点が含まれているにもかかわらず、相互の情報交換が限られていたことで、

問題を解決できないケースが見られた。また、動物細胞や微生物利用など、他の物質生産系との比

較検討を常に評価していくことが今後必要である。さらに、目的とする有用物質は、医薬品・機能性食

品・動物医薬品など多岐にわたるため、実用化に際しては、種々の安全性評価を予め検討する必要

がある。 

２．研究開発等の目標の妥当性 

目的物質は疾病予防や治療等のためとしており、稀少または高額な有用物質を遺伝子組換え植

物で安定的に生産しようとする研究計画であり、有用物質を蓄積する植物の開発、医薬品にはあるべ

きではない植物型糖鎖修飾の抑制技術、組換え植物の栽培技術の確立、有用物質の評価など、実

用化に向けて具体的かつ明確な目標が設定されている。多岐にわたる課題が含まれるが、「医薬品

原料生産植物」、「機能性成分生産植物」、「基盤植物作出技術」など研究開発項目を３分野に設定し

たことは、管理する上でも理解し易くまとめられている。 

一方で、組換え植物の事業化は萌芽的段階にあるため、課題が多様であり、定量的目標設定、達

成度評価やコスト計算が困難な研究課題があった。プラットフォーム技術の評価のために、全体を総

括する目標を設定してもよかった。 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

本事業で設定された目標は、１）実用可能なレベルまで有用物質を蓄積する植物の開発、２）蓄積

有用物質の評価、３）有用物質の安定性・高効率化の基盤技術の確立、４）植物特異的糖鎖修飾の

抑制、５）閉鎖型人工環境下での組換え植物の栽培技術の確立、であり、学術発表および特許出願

も多く、ほぼ全ての課題で、成果が得られ、達成目標に達している。課題ごとの自己評価で多少の判

断のばらつきは見られるが、有用物質の植物での発現と増量が達成でき、初期の期待する機能も検

証できている。 

一方で、個別要素技術課題の数が多く、課題ごとの評価にならざるを得ず、目標達成度の設定が

不明確な課題があったり、事業全体のフォーカスがはっきりしなかったりしたため、何らかの方向性が

見いだせるような総合的な検証が必要である。 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

本事業の開始時には、植物を工場で生産することがほとんど知られていなかったが、本事業により
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「植物工場」という言葉が一般にも知られるようになり、閉鎖系植物工場という概念が社会に流布する

ようになった。この概念は日本発であり、遺伝子組換え植物の利用を進める世界的なスタンダードに

なると期待される。野心的なテーマであるにもかかわらず、経口ワクチンなどいくつかの課題は事業

化の見通しが立っていることは高く評価できる。また、単位面積当りの増収が期待できる植物工場に

適した植物体の改変や栽培技術が見出せた意義は大きく、プラットフォーム技術の開発を目指した研

究開発は評価できる。 

なお、いくつかの課題は、これから事業化が可能かどうかさらなる研究が必要である。また、微生

物や動物細胞など他の生産系との比較検討、事業化主体の明確化、コスト計算、競争力の変化、市

場の情勢変化等を十分に把握しながら事業化戦略を柔軟に見直しつづける必要がある。実施主体と

いうより企画側に、複数省庁にまたがる長期的なプロジェクトの設定を含め、基盤から事業化までのト

ータルコーディネーションが必要である。課題によっては、大規模な第二種使用、第一種使用が想定

されるので、実用化に向けて早期に規制官庁との相談が必要である。 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

事事業化の可能な課題を集め、多様な分野の研究者で構成されているが、異なる研究チーム間の

連携も図られるなど、実施体制は適切に組織化され、運営された。有用組換え植物からその育成まで

をトータルに管理するシステムが構築され、限られた期間で実用化の目処をつけるという目標達成に

向けた運営を強く意識している。また、情報収集を継続して行っている点も評価できる。 

一方で、個別要素技術開発テーマが多様すぎ、同じ植物材料、類似のプロモーターを利用するな

ど、さらなる連携が求められる。費用対効果は、本事業により開発された技術が事業化されるまでは

判断が難しい。 

６．総合評価 

植物を宿主にする特徴を活かし、遺伝子組換え植物を閉鎖系植物工場で栽培して物質生産させる

ことで、我が国の競争力のある新しい産業の創出、新しい市場が誕生する可能性が認められる。一

方、遺伝子組換え植物の理解が十分でない我が国においては、遺伝子組換え植物による有用物質

の生産技術を国が主導して開発したことは、産業的にも社会的にも意義がある。多面的な技術アプロ

ーチを実施し、なおかつ一体化させて運営したことで、比較的短期間にもかかわらず一定の成果が得

られ、事業化の見通しがついた課題、問題点が明確になった課題があるなど、植物工場のプラットフ

ォーム技術を開発した意義は大きい。しかし、本事業は基礎的研究課題を多く含んでおり、事業全体

が個別の課題を寄せ集めた印象があるので、共通化する成果を総括することができれば、今後の技

術課題の突破口が明確になると考えられる。また、微生物や動物細胞など他の生産系との比較検討

をしておく必要があった。 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

○国民の目に見えるような形で、事業化を目指した研究を進めていくことが望ましい。少しでも早く実用

化され世の中に貢献することが、我が国のこの分野での独自性と優位性を確立する道であり、社会

に受容される要件である。 

○各開発研究で得られた成果を総括して、体系化と普遍化を行い、達成できなかった課題の見通し、各

成果の共有と連携による相乗効果を導くよう、解決策をより明確にしていく必要がある。 

○事業化までの競争相手国の動向、発展の把握に努め、常に波及効果、戦略の見直し検討を行うべき

である。 
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○微生物や動物細胞など他の生産系との比較検討をしていく必要がある。 

○ヒト向けの医薬や機能性物質等については、早く、具体的な商品や、事業化を担うパートナーを明確

にすることが求められる。また、実用化に向けて安全性評価等が必要になるので、早期に規制官庁と

の相談が必要である。 

○植物工場に関する基盤技術を活用して、導入遺伝子の効率的な発現と収穫対象器官への有用物質

の高濃度集積を可能にする栽培環境の最適化の研究の推進が求められる。 

 

 

 

 

 

 

評点結果 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある６名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省生物化

学産業課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術／植物利用高付加価値物質製

造基盤技術開発（実施期間：平成１８年度から平成２２年度）を評価対象とし

て、研究開発実施者（独立行政法人産業技術総合研究所及びバイオテクノロジ

ー開発技術研究組合）から提出されたプロジェクトの内容・成果等に関する資

料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価

項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 
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・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 
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・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 プロジェクトの概要 

 

１.事業の目的・政策的位置付け 

１−１ 事業の目的 

遺伝子組換えタンパク質を利用した医薬品の世界市場は年々拡大しており、現在これ

らは動物細胞や微生物を利用して生産されているものの、狂牛病病原体に代表されるよ

うな哺乳類病原体・毒素等の原材料・製造工程における混入の危険性、製造・保存コス

ト、無菌培養施設のためのスケールアップ困難等の観点から課題も多い。 

一方、植物から生産された医薬品等原料は、一般的に植物が哺乳類病原体に感染する

リスク、植物の病原体が哺乳類に感染するリスクは無いので安全であること、コールド

チェーンが不要のため輸送・保存等の低コスト化に加え、低コスト生産が可能であるこ

と、閉鎖型施設は多段栽培を導入する等によりスケールアップが容易であることから、

上述の課題を克服し、現在の微生物等を用いた生産系と比べて生産性等を向上でき、低

コスト化による新規市場の開拓が期待されている。 

海外では既に多くの企業がこの分野での事業化を目指し、遺伝子組換え植物による有

用物質生産の開発に着手している状況にあり、欧米企業では、既に遺伝子組換え植物か

ら抽出したタンパク質を利用した試薬が市販されている例がある。 

また、今後の高齢化社会に伴い将来的に医薬品需要量が増加することが予想される中、

安価で高品質な医薬品等の安定供給、我が国の国民の健康の維持・増進のために、本技

術開発は必要不可欠である。 

 このため、本事業では、有用物質を高効率・高生産させる組換え植物の開発と閉鎖型

人工環境における植物栽培技術の開発を一体的に進めることにより、植物による有用物

質生産に必要な基盤技術を開発することを目的とした。 

 本研究開発によって、バイオテクノロジーのポテンシャルを活用しつつ、環境に配慮

した次世代の高効率製造プロセス及び高付加価値物質生産のための基盤技術を構築する

ことができ、遺伝子組換え植物の拡散・交雑を防止した閉鎖系での栽培による高効率な

高付加価値物質生産技術、安心に配慮した遺伝子組換え体の活用によるバイオテクノロ

ジーの普及と新産業展開が期待される。 

 

１−２ 国の関与の必要性 

 我が国の植物遺伝子組換え分野に於ける研究水準は、世界のトップレベルにあると言

える。しかし、世界で遺伝子組換え作物（GM 作物）の栽培面積が 1 億 4 千万ヘクタール

を超えた現在においても我が国に於ける遺伝子組換え作物の商業栽培が行われた実績は

なく、事業化の事例がない。さらに、組換え体を開放系で栽培する際の環境中の植物と

の交雑等、生物多様性への影響防止への社会的関心も高まっており、一部消費者の懸念

や風評被害を恐れて、企業の開発リスクをさらに高くしており、そのようなパブリック

アクセプタンス問題に対しても企業が単独で取り組むのは困難である。 

 NEDO 調査（H17）「植物機能を活用した次世代製造プロセス基盤技術に関する調査

事業」によると、「我が国の閉鎖型完全制御型植物生産施設は世界に類のない優れた制御
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技術であり、この技術を遺伝子組換え植物による医療用原材料等に融合させることで、

本研究領域で我が国が世界をリードする可能性が高まることも、本調査で示唆された。」

と報告されている。そこで、本事業のような遺伝子組換え植物を利用して医薬品原材料

や機能性物質など、消費者の健康や質の高い生活に直接的な貢献が期待される高機能・

高付加価値な有用物質を発現させ、外界から隔離した完全人工環境下において当該遺伝

子組換え植物の栽培・有用物質の生産システムを構築する技術開発は、生産者・事業者

のみならず、消費者にも直接的なメリットを感じさせるものであり、植物の遺伝子組換

え技術の有用性を示すとともに、新産業展開の一端になりうるものである。しかし、本

事業の開発及び事業化には、植物生理学、分子生物学、生物環境工学、医学・獣医学、

薬学等の学術分野横断的な技術融合が必要であり、事業化においても農業生産、食品、

製薬、建設・建築等の業の融合が必要であり、未開拓な生産システムの開発・利用はリ

スクも高い研究であるため、一民間企業単独で実施しうるものではない。これらの理由

から、国が主導でプロジェクトを推進し、産官学が一体となって基盤整備を行い、事業

化例を作っていくことが必要不可欠である。 

 

１−３ 政策的位置付け 

 植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発は、工業プロセスや環境関連分野へのバイ

オテクノロジーの利用を促進することにより、生物機能を活用した高度ものづくり社会

の構築を図りつつ、廃棄物、汚染物質等の生分解・処理技術の高度化を通して、環境に

調和した循環型産業システムの創造を図る経済産業省の「生物機能活用型循環産業シス

テム創造プログラム」（現「環境安心イノベーションプログラム」）の中に位置づけられ

ている。本事業は、上記プログラムの中の、環境調和産業創造バイオの一環として行わ

れているものである。また、本事業の各技術要素開発は、経済産業省の技術戦略マップ

の技術マップ（図 1-1）、ロードマップ（図 1-2）に明確に記載されているものである。 

加えて、総合科学学術会議が設定した第３期科学技術基本計画の中で、植物を用いた

物質生産技術開発は、戦略重点科学技術「生物機能活用による物質生産・環境改善科学

技術」の中に位置づけられている。この様に本事業は、上記の様々な政策と明確に関連

づけられているものである。 
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研
　
究
　
開
　
発
　
課
　
題

研　究　開　発　フェーズ

全
生
産
物
共
通

化
学
品

蛋
白
質

探索 機能解明・機能性向上・最適化
製造プロセスの確立

・生産の効率化
大量生産・製品化

次世代型高効率遺伝子工学技術 効率的な純度向上・精製法

実用植物への効率的な遺伝子導入方法

信頼性の高い遺伝子導入法の開発

発現量の増強技術

ターゲットオリエントリバースケミカルジェネティクスの整備　※１

植物による高効率工業原料生産技術

　実用植物の葉緑体への遺伝子導入技術

統合的な代謝分析技術の開発と
応用展開

異なる生物種由来の蛋白質を作る技術

高機能蛋白質発現系の開発技術

密閉型植物工場システムによる物質生産系の開発

蛋白質高生産システムの高度効率化（操作法）

生産率向上に関わる組織培養技術

蛋白質デザイン技術

蛋白質の効率的改変・評価技術

蛋白質機能の効率的改良技術

生
物
機
能
を
活
用
し
た
高
度
モ
ノ
作
り
社
会
・
循
環
型
産
業
シ
ス
テ
ム
の
創
造

重要技術

強　弱

日本の競争力
産業上の波及効果
ブレークスルー技術

対象となる産業

化成品に特化した技術

医薬品に特化した技術
機能性食品に特化した技術

遺伝子ノックアウト技術

蛋白質を高効率・高生産する組換え基盤(宿主）植物作出技術

閉鎖型植物生産施設での栽培に適した組換え植物の作出技術

◆高機能遺伝子・蛋白の探索

有用遺伝子探索

◆遺伝子の機能解析

◆機能性食品素材の探索・評価
（有用性・安全性評価）

◆新規有用物質及び
　　その生合成系の探索

有機合成では作製困難
な新規骨格の探索

植物型糖鎖構造除去技術

代謝酵素・遺伝子の網羅的解析

物質生産経路・機能解析

調節遺伝子等の機能解析

◆バイオリファイナリー

セルロース・ヘミセルロースの糖化技術

多重遺伝子導入技術

転写因子制御による
遺伝子抑制技術

ヒト型修飾酵素遺伝子導入技術

改変蛋白質ライブラリーの構築

細胞内・器官別および目的の組織への蛋白質輸送技術

安定な発現を可能とする遺伝子導入技術

リグニン除去・改変技術

不稔化技術

 

ニュートリゲノミクス

◆次世代型遺伝子工学技術

◆生産率・生産量向上

◆品質の高度化技術

◆ヒト類型物質生産技術

◆生産可能物質多様化技術

◆高性能宿主の創成

◆安全・高効率生産システム

◆高機能な蛋白質発現系の開発技術

◆多重遺伝子発現技術

生物機能活用技術分野の技術マップ（２／６）

１－２．生物機能を活用した物質生産　【植物を活用した物質生産】

安全で高効率なワクチンの新規製造技術

◆ワクチン等の製造技術

図 1-1 経済産業省の技術マップ（本事業の該当部分） 
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タイムスケール
2008 2010 2015 2020 2025

◆次世代型遺伝子工学技術⇒効率的な導入方法・導入方法が確立された植物種の増加

◆製造プロセスの確立・生産の効率化
　　　　/大量生産⇒植物工場

実現化される
技術的・社会的

ニーズ
分類

既存の野菜工場

オンライン分析と知識工学を利用した閉鎖系栽培システムのコ
ントロール

蓄積蛋白質の有効性･収量性を高める組換え品種の開発
（蓄積蛋白質の消化、吸収促進技術、高度蓄積技術の開発）

特殊環境下でのみ栽培可能な組換え品種（安全性確保）の開
発

組換え植物の目的蛋白質の含有量を向上させる栽培条件
(光、温度、肥料組成）

閉鎖型植物工場による有用物質生産の汎用レベル
へ到達

環境条件の最適コントロールによる省エネ型環境制
御システム、廃棄物の排出量の尐ない循環型水耕
栽培システム

閉鎖型植物工場
による有用物質

生産

植
物
を
活
用
し
た
物
質
生
産

安全性工学に基づいた組換え
体のリスク管理とコンタミネー
ションの防止

 　・相同性組換えによるノックアウト技術
　 ・サイレンシング誘導技術
 　・PTGS（Post-transcriptional gene silencing)

実用作物の効率的形質転換技術・物質生産に特化した
組換え植物開発技術の確立

・細胞内および器官別
蛋白質輸送技術
・植物組織の特定部位
で遺伝子を高発現させ
る技術 植物型糖鎖構造の除去技術

実用作物の効率
的形質転換技
術・物質生産に
特化した組換え
植物開発技術

全生産物共通

効率的な遺伝子の導入技術

閉鎖型植物工場システムによる物質生産系の開発

新規ウイルスベクター、遺伝子導入試薬

実用作物への技術応用

 

図 1-2 経済産業省のロードマップ（本事業の該当部分） 
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２．事業全体の研究開発目標および課題構成 

２－１ 事業全体の目標設定 

 本事業の実施に当たっては、経済産業省において基本計画を定め、プロジェクトを着

実に推進するため、以下のとおり「研究開発全体」と本プロジェクトの柱である「３つ

の研究開発項目」について、「最終目標」と「中間目標（平成２０年度末時点）」を設定

している。 

 

（事業全体の中間目標） 

実用植物に有用物質を生産する遺伝子を導入して組換え植物を作出し、生成された有

用物質の性能を評価する手法を確立する。また、組換え植物により安定した品質で高効

率に有用物質を生産するのに必要な要素基盤技術開発の見通しを得る。加えて、植物型

糖鎖修飾を抑制可能とする技術開発の見通しを得る。さらに、閉鎖型人工環境下におい

て、有用物質を生産させる実用植物の高効率・高生産な栽培技術を確立し、組換え実用

植物において目的有用物質を安定かつ均一に生産・蓄積させる栽培技術開発の見通しを

得る。 

（事業全体の最終目標） 

実用植物の目的部位において、実用化可能なレベルまで有用物質を効率的に高生産・

高蓄積させる組換え植物を開発するとともに、組換え植物において生産・蓄積された有

用物質の性能を評価する。また、組換え植物により有用物質を安定した品質で高効率に

生産できる基盤技術を確立する。加えて、植物特異的糖鎖修飾を生体に安全なレベルに

抑制する技術も開発する。さらに、閉鎖型人工環境下において、組換え実用植物を高効

率・高生産に収穫できる栽培技術および目的有用物質を安定かつ均一に生産・蓄積させ

る栽培技術を確立し、作出した組換え実用植物による有用物質生産の実用性を閉鎖型植

物生産施設において確認する。 

これらの研究開発を通じて、組換え植物による有用物質生産に対して実用化の目処を

つける。 

 

上記目標を達成するために、以下の３つの研究開発項目を実施する。 

研究開発項目①：有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発 

研究開発項目②：有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発 

研究開発項目③：閉鎖型人工環境下での組換え植物栽培システムの構築 

 

図 2-1 に、研究開発項目①、②、③と各課題との関係を示した。 

 

２－２ 研究開発項目の内容および目標設定 

 研究開発項目の内容および開発目標を下記に説明する。なお、目標の指標については、

必要な技術が多様であることから、課題（後述、３章～６章）ごとに設定した。 

 

研究開発項目①「有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発」 

実用植物（有用物質の生産・実用化に適するものとして選定された植物種とする）に
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対して、有用物質を生産する目的遺伝子の機能を解析し、有用物質を生産する目的遺伝

子の導入技術、培養および再分化技術、遺伝子発現技術等を開発することで、植物にお

いて有用物質を高効率に高生産・高蓄積させる技術を開発する。また、植物で生産・蓄

積された有用物質が本来の性能を有しているか評価する。 

 

（研究開発項目①の中間目標） 

実用植物の目的部位において、有用物質を生産する組換え実用植物を作出し、有用物

質の生産・蓄積量は、実用化の見通しを評価可能な量を目標とする。 

また、生成された有用物質の性能を評価する手法を確立する。 

（研究開発項目①の最終目標） 

実用植物の目的部位において、実用化可能なレベルまで有用物質を高効率に高生産・

高蓄積させる組換え植物を開発し、組換え植物において生産・蓄積された有用物質の性

能を評価する。 

 

研究開発項目②「有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発」 

植物による有用物質の生産は、安定性と均一性が要求されるため、厳密な生産管理が

可能な閉鎖型植物生産施設での生産が適していると考えられる。このため、閉鎖型人工

環境下での育成に向け、閉鎖型人工環境下での栽培に適した組換え植物の作出技術の開

発と、安定した品質と効率的な生産のための有用物質生産組換え技術の開発が必要であ

る。次に、植物で生産される有用物質の翻訳後修飾が哺乳類のそれと異なる場合は、生

体に安全なレベルまで翻訳後修飾を抑制した植物作出技術の開発が必要である。以上の

技術開発は、研究開発項目①の開発に汎用的に寄与できるため、共通基盤技術として以

下の研究を行う。なお、以下に記す植物は基本的には研究開発項目①で取り組む実用植

物とする。 

（１）閉鎖型植物生産施設での栽培に適した組換え植物の作出 

矮性化、栽培サイクルの短縮化（多サイクル化）等、閉鎖型植物生産施設での栽培に

適した組換え植物の作出に関する技術開発を行う。 

（２）高効率有用物質生産組換え植物作出技術 

安定した品質で効率的な有用物質の生産を行う組換え植物作出のために、発現効率を

安定・向上させる新規の遺伝子組換え・発現技術等を開発する。 

（３）植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術 

哺乳類には見られない植物特異的の糖鎖修飾を抑制する技術の開発を行う。 

 

（研究開発項目②の中間目標） 

安定した品質で高効率に有用物質を生産できる基盤植物作出のための要素技術開発の

見通しを得る。具体的には、実用植物について、矮性および栽培サイクルを従来と比較

してそれぞれ 10％以上短くする。その他、有用物質の効率的な生産に必要な基盤植物体

の最適化に必要な技術開発の見通しを得る。 

また、植物特異的糖鎖修飾を 50％以上抑制する技術を開発する。 

（研究開発項目②の最終目標） 
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研究開発項目①で取り組む実用植物に対して汎用的に適用可能な、有用物質を安定し

た品質で高効率に生産できる基盤組換え植物作出技術を確立する。具体的には、複数の

実用植物について、矮性および栽培サイクルを従来と比較してそれぞれ 20％以上短くす

る。その他、有用物質の効率的な生産に必要な基盤植物の最適化に必要な技術を確立す

る。 

また、生体に安全なレベルの植物型糖鎖修飾の抑制として、植物特異的糖鎖修飾を

70％以上抑制する技術を開発する。 

 

研究開発項目③「閉鎖型人工環境下での組換え植物栽培システムの構築」 

植物において有用物質を安定かつ均一に高生産・高蓄積させるためには、閉鎖型植物

生産施設での生産が必要である。従来の植物生産施設は、生育に高い光量を必要としな

い葉菜類を中心に作物としての収量・収穫サイクルを効率化する目的で開発・実用化さ

れている。しかし、本研究開発においては、閉鎖型人工環境下での栽培による効率的な

有用物質生産のメリットを活用し、実用植物について、適切な部位に安定かつ均一に有

用物質を高生産・高蓄積させる栽培技術の開発を行う必要がある。そこで閉鎖型人工環

境下で組換え実用植物における目的有用物質生産量を最大化し、かつ省力化・低コスト

化を目指した栽培技術の開発として、以下の研究を行う。なお、以下に記す植物は基本

的には研究開発項目①で取り組む植物とする。 

（１）光環境の制御技術 

植物種に合わせた光源の選択・改良、照射方法の改善、光質の最適化等により、植物

の生長と目的物質の生産・蓄積を最大化する技術の開発を行う。 

（２）空気環境の制御技術 

人工光による発熱に対する冷房（効率の向上、凝縮水の再利用）の最適化、空気循環

の最適化（植物群落内の温湿度や CO2 濃度の均質化等）等により、植物の生長と目的物

質の生産・蓄積を最大化する技術の開発を行う。 

（３）灌水技術（水耕栽培の場合） 

肥料成分を適切に配分した培養液を効率よく適正なタイミングで灌水させることによ

り、植物の生長と目的物質の生産・蓄積を最大化する技術の開発を行う。 

（４）遺伝子拡散防止等技術 

通常の閉鎖型植物生産施設で必要とされる閉鎖度に加え、遺伝子拡散防止等を考慮し

たバイオハザード防止技術の開発を行う。 

 

（研究開発項目③の中間目標） 

閉鎖型人工環境下において、研究開発項目①および②で検討する実用植物の高効率・

高生産な栽培技術を確立し、組換え実用植物において目的有用物質を安定かつ均一に生

産・蓄積させる栽培技術開発の見通しを得る。具体的には、従来の開放系栽培において

実用植物（非組換え体）を栽培する場合と比較して、単位面積、単位期間当たりの収穫

量を最低 30％以上向上させる。また、閉鎖型植物生産施設において組換え植物体（有用

物質遺伝子でなくて可）を栽培し、対象物質の生産・蓄積を確認することで、目的有用

物質の生産・蓄積量向上の見通しを得る。 
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（研究開発項目③の最終目標） 

閉鎖型人工環境下において、研究開発項目①および②で開発された組換え実用植物を

高効率・高生産に収穫できる栽培技術および目的有用物質を安定かつ均一に生産・蓄積

させる栽培技術を確立し、組換え実用植物による有用物質生産の実用性を閉鎖型植物生

産施設において確認する。具体的には、従来の開放系栽培において組換え実用植物を栽

培する場合と比較して、単位面積、単位期間当たりの収穫量を最低 50％以上向上させる

とともに、目的有用物質の生産・蓄積量をそれぞれ単位重量当たり 20％以上向上させる。 

 

２－３ 研究開発項目と課題構成 

 本事業は、遺伝子組換え植物での有用物質生産技術を開発するとともに、当該技術を

利用した新産業展開、即ち、事業化の端緒を開くことに重点を置いていることから、「モ

デル植物種ではなく各実施者が事業化を狙うワクチンや機能性成分等の目的物質を発

現・生産・製品化させるのに現状最適な植物種を選択すること」、「さらに上記で選択さ

れた植物種の完全人工閉鎖系の栽培システム（遺伝子封じ込めから水耕栽培技術まで一

貫して含む）を開発すること」を第一とした。 

その結果、１３の課題が選定され（表 2-1）、研究対象植物は穀類、豆類、イモ類、葉

菜類、果菜類など多様な実用作物で構成されている。（各課題は図 2-1 に対応しており、

各研究開発項目として該当する項目を表右端に記載した。） 

 

次章以降、研究開発成果、目標の達成度、および現時点における事業化・波及効果の

見通しについて報告するが、１３の課題については、事業化対象の有用物質の観点から

便宜上以下の３つのサブテーマに分類する。 

【ヒト・動物用の医薬品原材料（ワクチン成分、医薬品原材料など）の生産】 

【機能性成分（機能性タンパク質、二次代謝物など）の生産】 

【有用物質生産のための基盤植物作出技術】 

また、全課題に共通する調査研究として下記を実施した。 

【基盤技術開発に関する総合調査研究】 

本評価用資料では、以上４つのテーマをそれぞれ３章から６章に対応させ、記載する。 
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図 2-1 研究開発項目と研究課題の関係 

①有用物質を高効率・高生産する

組換え植物作出技術の開発

イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発

組換えイネを用いる米型経口ワクチンの研究開発（ロート製薬）

組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発

（北里研究所）

高機能性物質生産ダイズに関する技術開発

組換えダイズによる機能性ペプチド生産技術の研究開発（北興化学）

レタスによるワクチン成分技術科開発

組換えレタスによる家畜用経口ワクチンタンパク質生産の研究開発

（出光興産）

医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発

（奈良先端大学）

高機能性物質生産イチゴに関する技術開発

組換えイチゴによる高機能物質複合生産技術の開発（北海三共）

組換えレンギョウ等による高機能性成分産生および

閉鎖系での栽培システム構築の開発（サントリー生有研）

組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発

（インプランタ・筑波大）

有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発

（京大・東大）

イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発

組換えイネによる有用物質生産のための閉鎖型栽培

システムの構築の研究開発（朝日工業社）

高機能性物質生産イチゴに関する技術開発

高機能性物質発現イチゴの高効率栽培システムの構築（鹿島）

高機能性物質生産ダイズに関する技術開発

組換えダイズによる有用物質生産システムの研究開発（新菱冷熱）

レタスによるワクチン成分技術科開発

組換えレタスによる家畜用経口ワクチンタンパク質生産システムの

研究開発（日本植生）

組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発

（筑波大）

閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発研究

（産総研）

植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発

（理研：１９年度から九州大学）

イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発

閉鎖型植物工場用組換えイネ作製技術の開発（日本製紙）

ウィルスベクターを用いた高効率発現システムの開発

（ホクレン）

高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究開発

（横浜国大）

包括的共同研究体制

総合調査研究

基盤植物

高発現システム

有用植物発現遺伝子

基盤植物

栽培試験データ

のフィードバック

②有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発

③閉鎖型人工環境下での

組換え植物栽培システムの構築
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表 2-1 開発課題と実施者一覧 

 

【ヒト・動物用医薬品原材料生産植物の研究開発】

課題名と実施者 小課題名
イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発

日本製紙（株） 閉鎖型植物工場用組換えイネ作成技
術の開発

②

ロート製薬（株） 組換えイネを用いる米型経口ワクチ
ンの研究開発

①

（株）朝日工業社　 組換えイネによる有用物質生産のた
めの閉鎖型栽培システムの構築の研

③

組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発
（社）北里研究所 ①

高機能性物質生産ダイズに関する技術開発
北興化学工業（株） 組換えダイズによる機能性ペプチド

生産技術の研究開発
①

新菱冷熱工業（株） 組換えダイズによる有用物質生産シ
ステムの研究開発

③

レタスによるワクチン成分生産技術開発
出光興産（株） 組換えレタスによる家畜用経口ワク

チンタンパク質生産の研究開発
①

日本植生（株） 組換えレタスによる家畜用経口ワク
チンタンパク質生産システムの研究

③

医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発
（国）奈良先端科学技術大学院大学 ① ② ③

【機能性成分生産植物の研究開発】

課題名と実施者 小課題名
高機能性物質生産イチゴに関する技術開発

北海三共（株） 組換えイチゴによる高機能性物質複
合生産技術の開発

①

鹿島建設（株） 高機能性物質発現イチゴの高効率栽
培システムの構築

③

組換えレンギョウ等による高機能性成分生産及び閉鎖系での栽培システム構築の開発
（財）サントリー生物有機科学研究所 ①

組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発
（国）筑波大学　生命環境科学研究科 組換えトマトでのミラクリン生産をさら

に改良・高度化するための基盤技術
① ② ③

（株）インプランタイノベーションズ 組換えトマトを利用したミラクリン製造
の実用化を目指す研究開発

①

有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発
（国）京都大学　生存圏研究所 プレニルトランスフェラーゼ遺伝子を

利用した植物代謝工学技術の開発
①

（国）東京大学　生物生産工学研究センター 基質特異性や反応産物特異性、反応
効率を改変した植物導入のための放
線菌由来プレニルトランスフェラーゼ

①

研究開発項目

研究開発項目
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【有用物質生産のための基盤植物作出技術の研究開発】

課題名と実施者 小課題名
閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発研究

（独）産業技術総合研究所 ②

植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発
（国）九州大学　農学研究院 ②

ウイルスベクターを用いた高効率発現システムの開発
ホクレン農業協同組合連合会　グリーンバイオ研究所 ②

高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究開発
（国）横浜国立大学　環境情報研究院 ②

【総合調査研究】

課題名と実施者 小課題名
植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究

バイオテクノロジー開発技術研究組合 － － －

研究開発項目

研究開発項目
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３．【ヒト・動物用医薬品原材料生産植物の研究開発】 

３－１「イネ種子での医療用タンパク質の生産技術開発」 

３－１－１ 目的 

 本課題においては、閉鎖型植物工場でのイネ種子（以下、米）による医療用タンパク

質の生産のため、植物への遺伝子導入技術（日本製紙株式会社・農業生物資源研究所）、

環境制御・栽培技術（株式会社朝日工業社・千葉大学・岩崎電気株式会社）、品質管理・

評価技術（ロート製薬株式会社・東京大学医科学研究所）の総合的な開発を行い、新規

医薬品創製システムの確立を目指す。具体的には、米を物質生産ならびに蓄積の場とす

ることにより、常温で長期保存が可能なコレラ菌ワクチン及びインフルエンザウイルス

ワクチンを開発する。さらには、それらの米型ワクチンを植物工場で計画的に生産する

技術を確立することで、医薬品としての品質、均一性・安定性を確保し、米をそのまま

医薬品として使用する技術を確立する。 

 コレラ菌及びインフルエンザウイルスは、代表的な腸管及び上気道粘膜感染症であり、

新興・再興感染症として日本及び世界規模での予防法の確立が急務とされている。しか

しながら、粘膜感染症に効果的とされている経口投与は、消化酵素によるワクチン抗原

の分解などの問題から一般化されておらず、また凍結乾燥製剤を用いた従来のワクチン

は、常温保存が不可能であることから、利用できる地域にも限りがある。そのため、WHO

は、多くの感染症が流行する発展途上国への輸送・応用が可能な ”Needle- and 
cold-chain-free vaccine”の開発を提言・期待しているのが現状である。 

 本課題で対象としている米は、他の主要穀物（トウモロコシ、大豆等）と比較して、

単位面積当たりの収量が高く、遺伝子組換えが容易でゲノム解析が進んでいることから、

植物工場で医療用タンパク質を生産するに有利な特徴を有している。さらに、米型のワ

クチンの特徴は、①常温で長期保存が可能な貯蔵器官のため、蓄積させたワクチン抗原

を常温で長期保存および輸送が可能となる、②消化酵素に耐性を示す細胞内タンパク質

顆粒（以下、貯蔵器官）を有し、それにワクチン抗原を蓄積させることで、消化酵素耐

性が付与され、腸管まで効率的に送達可能な経口ワクチン開発が可能となる、③収量の

高い作物であり、ワクチン抗原を高蓄積、高生産できることが期待される、④微生物や

哺乳類細胞を用いる方法と比較し、ヒト感染性物質の混入リスクが低いことである。米

型ワクチンは、”Needle- and cold-chain-free vaccine”と成り得る可能性を有している。  

 また、米型ワクチンを医薬品とするには、ワクチン抗原の含有量が一定でかつ効率的

に計画生産できる完全制御型の植物工場での

栽培が必要である。しかし、イネの生育には

高照度の光と広い栽培スペースが必要である

ため、人工環境下での大規模商業栽培の事例

が無い。そのため、イネに適した植物工場の

設備や栽培に関する技術開発が不可欠である。 

 これらの理由から、本課題では、ワクチン

抗原を蓄積させた米の作出及び機能評価に関

する技術開発と、植物工場でのイネの育成に

特化した環境制御技術及び栽培技術の確立を

図１．米を宿主とした医療用タンパク質 

生産技術の特徴 

保存性
・常温常温での保存・輸送が可能での保存・輸送が可能
・長期安定性（・長期安定性（備蓄備蓄が可能）が可能）

生産性生産性
・医療用物質を高生産・・医療用物質を高生産・高蓄積高蓄積

機能性
・・腸管免疫腸管免疫へのへの効率的なデリバリー効率的なデリバリー
・・米の直接利用直接利用が可能

安全性安全性
・人感染性物質混入のリスクが・人感染性物質混入のリスクが低低
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・医療用物質を高生産・・医療用物質を高生産・高蓄積高蓄積

機能性
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・・米の直接利用直接利用が可能

安全性安全性
・人感染性物質混入のリスクが・人感染性物質混入のリスクが低低
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することが目的である。 

３－１－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 １）ワクチン抗原を均一に高生産・高蓄積させる技術 

・ mCT/CTB 及び HA 融合タンパク質を米胚乳細胞タンパク質

貯蔵体中に発現させる。 

・ 発現量は、米重量の 0.1 ％（約 1mg/g）を目標とする。 

 設定理由・根拠等 ・ 以下３－１－４ 事業化、波及効果についての妥当性（生

産量とコスト）にある実用化した場合の採算ラインから設

定 

 成果 ・ CTB 米は目標値を上回る 1.5～2.3mg/g が蓄積し、作出に

成功した。 

・ CTB-HA 米は約 0.2mg/g の発現量であった。 

 達成度 95% 

最終目標・指標 ２）効果的な免疫誘導技術 

・ mCT/CTB 米及び HA 融合タンパク質米の経口ワクチンとし

ての有効性を確立する。尚、有効量については、モデル動

物（マウス等）において、米として 100mg／回（ヒトでの

有効量を米として 1～10 g／回と想定）、投与回数として 3

～6 回を目標とする。 

 設定理由・根拠等 ・ 各ワクチンの今までのマウス、ヒトのワクチンの投与実績

とコメでの発現可能な量から設定 

 成果 ・ CTB 米は、マウス及びサルの経口免疫で有効な量を設定で

き、その結果からヒト有効量を米として 1 g／回、3 回の

免疫は必要であることが判明した。 

・ CTB 米はコレラのみならず、大腸菌旅行者下痢症等にも有

効であることが判明した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 ３）品質確保のための評価技術 

・ 米中の mCT/CTB 及び HA 融合タンパク質の医薬品としての

特性（構造、発現量、安定性）を評価できる方法を確定す

る。 

・ 開発した試験方法を活用し、両ワクチン米の安定性の確

立、並びに閉鎖型栽培システムで生産したワクチン米の品

質を検証する。 

 設定理由・根拠等 ・ CTB 米等ワクチン米の前臨床試験のための予備試験とし

て、特に効果、安定性、品質について方法を確立する必要

があるため。 
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 成果 ・ CTB 米について常温 3 年間の安定性を証明することがで

き、コールドチェーンフリー経口ワクチンの可能性を世界

で初めて証明できた。 

・ 3 箇所の閉鎖型栽培施設で製造した CTB 米のワクチンとし

ての効果はどれも同等であることを証明でき、閉鎖系での

作出したワクチン米の品質をワクチン効果の面で評価で

きた。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 ４）物質の生産に適した形態・代謝に宿主植物を改変する技

術 

・ 効率的な遺伝子置換方法と置換された細胞の選抜技術を

確立する。 

・ 組換えタンパク質を増加させる可能性が高いと思われる

形質（窒素吸収に関与する形質）を付与することにより、

従来以上に、ワクチンなどの組換えタンパク質量を安定し

て高生産する能力を有した宿主イネの作出を目指す。 

 設定理由・根拠等 ・ 遺伝子組換えにより、植物工場で物質生産に適するよう植

物体を改変する技術を確立し、組換えタンパク質遺伝子を

再遺伝子導入できる基盤宿主イネを作成することで、安定

してワクチン抗原を高生産する組換えイネの作成を促進

できる。 

 成果 ・ 遺伝子置換が起きた細胞を選抜するための選抜因子とし

て codA 遺伝子を導入した SDI システムを確立した。 

・ 窒素吸収能に関与する遺伝子（NRT）を導入することで、

組換えタンパク質の蓄積量が 2～3 倍に増加する技術を開

発した。NRT 遺伝子と SDI システムのカセットのベクター

を導入した基盤宿主イネを作成した。 

 達成度 100 % 

最終目標・指標 ５）ワクチン抗原を安定して、効率的に生産する技術 

・ 閉鎖型植物工場での栽培条件とリンクした組換えタンパ

ク質の遺伝子発現システムの開発と蓄積量を増加させる

形質に関する遺伝子を単離し効果を検証する。 

・ 閉鎖型植物工場と特定網室でコレラワクチン米を栽培し、

有用物質蓄積量が 1mg 以上、ロット間や施設による差異が

±20％以内を目標とする。 

 設定理由・根拠等 ・ 貯蔵タンパク質群がワクチン抗原の蓄積に影響を及ぼす

可能性が示唆されている。そこで、高蓄積を誘導する植物

工場用の遺伝子発現調節システムの開発に目処をつける

ため、各貯蔵タンパク質群の挙動を調査する。 
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・ 米の粉末等を直接使用するために、ワクチン抗原の蓄積量

を±20％の範囲と設定した。 

 成果 ・ 植物工場で機能性タンパク質生産に有用と思われる 4 種

類の種子貯蔵タンパク質のプロモーター領域を獲得した。

それらを多重連結するバイナリーベクターシステムを構

築した。 

・ 植物工場での栽培試験を実施し、組換えタンパク質蓄積量

が 1mg 以上で、栽培ロット間や施設の変動による差異が±

20％で栽培可能であることを実証した。 

 達成度 100 % 

最終目標・指標 ６）閉鎖型組換えイネ栽培システムの構築 

・ 中間目標段階において確立した栽培方法を適用した場合

に比べて、CTB の生産・蓄積量を 20％以上増加させる。 

・ CTB 米の栽培試験を行い、品質評価を実施する。 

・ 確立した栽培方法を実用規模で実現するための設備構築

及び省エネルギー手法を開発する。 

 設定理由・根拠等 ・ 培養液組成及び株あたりの有効分げつ数の制御等により

20％以上の増加を見込める。 

・ 事業化を考えた場合、品質評価及び実用規模の設計は、生

産性、品質、コストの観点から技術開発項目として必要で

ある。 

 成果 ・ 栽培環境条件の最適化により中間目標段階で確立した栽

培条件と比較して、単位面積当たりの CTB 蓄積量が約 50％

増加した。 

・ 環境制御を行うことにより作付け間の CTB 含有率の変動

が小さい CTB 米の生産が可能である事を確認した。 

・ 総合的な照明システムにより１作あたりの消費電力量は

約 75％に削減した。また、ランプ室の外気冷房方式の有

効性を実証するとともに、排水再利用システムや省エネ型

排水滅菌システムを開発した。 

 達成度 100％ 

 

３－１－３ 成果 

（１）ワクチン抗原を均一に高生産・高蓄積させる技術（ロート製薬株式会社、東京大

医科学研究所） 

 グルテリンプロモーター、グロブリンプロモーター、プロラミンプロモーターの 3

種のプロモーターを連結した CTB 遺伝子を導入した組換えイネを作出し、ワクチン抗

原を米の胚乳部分で蓄積させるための最適プロモーターを選別した。その結果、グル

テリンプロモーターの制御により、目標値を上回る 1.5～2.3mg/g が蓄積した CTB 米の
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作出に成功した。次に、

グルテリンプロモー

ターを用い、無毒化変

異型コレラ毒素（mCT）

及びその A 鎖（mCTA）

を 各 々 0.5mg/ g と

0.2mg/g を蓄積するコ

レラワクチン米の作

出に成功した。またイ

ンフルエンザワクチ

ンについては、同ウイ

ルス(H1N1、PR8 株)抗

原のヘマグルチニン

（HA）及びその部分抗

原（HA1）を蓄積させ

た組換えイネを作出

した。さらには、その

改変型として粘膜上

皮層に標的投与が可能な連結型ワクチン抗原 CTB-HA1 を発現するインフルエンザワク

チン米の作出を試みた。1 コンストラクト当り 42～190 系統の組換えイネの作出に成功

し、また抗原量を評価した結果、CTB-HA1 米で 0.2mg/g であることが確認された。 

 

（２）効果的な免疫誘導技術（ロート製薬株式会社、東京大学医科学研究所） 

作出した CTB 米及び mCT 米をマウスに経口投与することで誘導される全身組織と粘膜

組織での免疫応答を評価した結果、CTB 米 mCT 米ともに、CTB 特異的糞便中 IgA 及び血清

中 IgG を効果的に誘導できることを確認した。また CTB 米は mCT 米と比較して同等以上

の下痢抑制効果を示した。 

加えて、CTB 米の経口投与により誘導された免疫効果は、旅行者下痢症の起因菌であ

る病原性大腸菌の産生する易熱性毒素（LT）の B 鎖とも交叉反応することが確認され、

LT 誘導性下痢を効果的に抑制することが実証された。以上の結果から、コレラや大腸菌

感染に対する予防ワクチンとして、必ずしも mCT 米を用いる必要はなく、むしろ安全性

や米胚乳での発現容易性の観点からも CTB 米の方が適していることが判明した。CTB 米

がコレラや旅行者下痢症のワクチンとして有効であることが示唆されたが、今回我々

はコレラ菌または病原性大腸菌(ETEC)をワクチン米経口免疫マウスの腸管を結紮した

ループの導入することで作出した生菌チャレンジ誘導下痢モデルにおいても、ワクチ

ン米は完全に下痢の誘導を抑制することを統計的有意差の範囲で証明できた。コレラ

菌や病原性大腸菌はマウスの腸管では増殖できないので、許容量以上まで増殖させた

生菌を用いる本モデルは増殖状態と同様な効果を与えることができると考えられ、CTB

米は菌自体の増殖は防げないが、下痢自体は完全に抑制できることを示すもので、き

わめて重要な結果であると考えている（図 3）。 
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図１．mCT 米、CTB 米の経口投与による 

コレラ毒素特異的免疫誘導 

図 2．CTB 米の経口投与により誘導される 

大腸菌毒素に対する交叉免疫 
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さらに、カニクイサル

を用いての CTB 米の経口

投与実験の評価を行なっ

た。ヒトにより近いサル

を使って CTB として 1mg

を発現する米(660mg)の

経口投与で、抗原特異的

免疫応答の誘導およびそ

の中和効果の有効性を証

明した。加えて、サルで

の試験を通じて経口投与

した CTB 米により誘導さ

れた中和抗体の持続性についての初回免疫完了後 6 ヶ月間は維持される事が確認されて

いる。また、1 回の追加免疫で、抗体価が急速回復できることから免疫記憶効果につい

ても確認できた。CTB 米によるアレルギー誘導に関しても、米由来タンパクに対する IgE

誘導は認められず、その安全性についても、今後の詳細な検討は必要であるが、期待出

来る結果が得られている。加えて、サルはコレラに対する感受性が無いことが知られて

おり、コレラ毒素の 3 回にわたる攻撃試験でも下痢を誘導できなかった。したがって、

CTB 米の経口ワクチンとしての有効性を検討するには、コレラに感受性のあるヒトで試

験しなければわからない。 

カニクイザル（寿命 25 年）の 6 か月の免疫記憶実験に加えて、より寿命の短いマウス

(3年)を用いた経口投与実験において、6か月を超え 2年の免疫記憶期間の評価を行った。

初めに 4 回の免疫後、18 か月後まで免疫効果を確認し、6 か月後での追加免疫効果と 18

か月後の追加免疫効果及び下痢抑制効果を確認できた。マウスおけるこの結果は CTB 米

による経口免疫効果はほぼ終生免疫持続すると考えられた。 
一方、選抜された CTB-HA1 米 5 mg 粉末をアジュバンドなしで、マウスに 2 回皮下注

射するだけで、インフルエンザウイルス PR8 株の HA 抗原に対する血清 IgG 抗体を誘導

することができた。そこで、今度は 200 mg 粉末を 2 週間間隔で 4 回、経口免疫し、HA

に対する免疫応答と同時に CTB に対する免疫応答を ELISA 法で測定した。抗体価が十

分でなかったため HA1 アッセイは実施できなかったが、CTB の全身系及び粘膜系免疫誘

導に加えて、有意な HA に対する全身系及び粘膜系免疫誘導が認められた。 

 

（３）品質確保のための評価技術（ロート製薬株式会社） 

１）ワクチン米の解析 

CTB 米のアミノ酸配列の解析確認を行なった。高発現 CTB 米の SDS-PAGE から 2 つの

CTB モノマーバンドを切り取り、タンパクシーケンサー及びトリプシン処理後の

MS/MS スペクトルからアミノ酸配列を解析した結果、両者ともＮ末領域以外の、すべて

のアミノ酸配列が確定して、Ｎ末領域以外には糖鎖がついていないことが推定された。

このことから高分子量側のバンドのＮ末領域の TPNQT に N-link（アスパラギン結合糖

鎖）が結合している可能性が示された。 

図 3．CTB 発現米のコレラ菌/病原性大腸菌誘発下痢症の予防 
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産総研内および千葉大学内の閉鎖型植物工場と特定網室の 3 施設で栽培した CTB 米の

発現量を解析した。その結果、特定網室で栽培された CTB 米は高く、閉鎖型植物工場

の 2 つはほぼ同じ発現量であった。 

２）ワクチン抗原の定量法の開発 

CTB 米、インフルエンザワクチン米の還元状態の SDS-PGAE 上でのデンシドメーター

にて定量法を試みた。現行の CTB 米は基本的には糖鎖をもつものと持たない 2 つの単

量体からなっており、糖鎖をもつものは米の他のタンパクと同一の分子量をもち、ウ

エスタン法以外の方法で定量することはできない。したがって、前項のウエスタン法

での定量が現行ではベストであると考えられる。 

３）安定性試験及び生産品質評価 

 産総研内および千葉大学内の閉鎖型

植物工場と特定網室の 3 施設で栽培した

CTB米の免疫効果及び下痢予防効果を検

討した結果、3 検体において有意な差は

認められなかった。また、CTB 米の籾つ

きでの常温 3 年間の保存安定性を、経口

免疫応答を指標にして確認した。CTB 米

は抗原特異的全身系抗体のみならず、粘膜 IgA 抗体においても常温で長期間保存でき

ることが確定した（図 4）。 

４）CTB 米の粒度分布予備試験 

 現在開発された CTB 米を市販のマルチビーズショッカーを用いて、粉末化した CTB 米

の粒度分布は 18μｍ付近と 80μｍ付近の二峰性の粒度分布が得られるが、これら粉末に

もタンパク質貯蔵体を電顕で確認することができた。タンパク質貯蔵体の破壊を伴わな

い範囲での粉末製剤化が可能であることから、粉体製剤の長期常温保存性等に寄与する

非常に重要な結果であると考えている。 

 

（４）物質の生産に適した形態・代謝に宿主植物を改変する技術（日本製紙株式会社、

農業生物資源研究所） 

SDI システムは部位特異

的な組換えによって、遺伝

子を置換導入する技術であ

る。遺伝子置換に重要な技

術である置換因子（RS 配

列）の改良と選抜因子とし

てシトシンデアミナーゼ

（codA）遺伝子を用いた検

討で、遺伝子置換された細

胞を選抜するためのシステ

ムを確立するに十分な知見

が得られた。 

基盤植物

物質生産に適した
状態に改変

形質改変の遺伝子

物質生産の遺伝子

閉鎖系環境で

高効率な物質生産系へ

再遺伝子導入

選抜因子

RS RS

窒素吸収能を強化する
遺伝子（NRT）

RS RSgenome

genome

codA

基盤植物

物質生産に適した
状態に改変

形質改変の遺伝子

物質生産の遺伝子

閉鎖系環境で

高効率な物質生産系へ

再遺伝子導入

選抜因子

RS RS

窒素吸収能を強化する
遺伝子（NRT）

RS RSgenome

genome

codA

図 5．物質生産用基盤植物の概念 

図 4．CTB 米常温３年間安定性 
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 さらに、閉鎖型植物工場に適

した形質として窒素吸収に着目

して、宿主イネを改変する技術

の開発を行った。具体的には、

窒素吸収能力を高めるための遺

伝子として硝酸イオントランス

ポ ー タ ー （ NRT:Nitrate 

Transpoeter）遺伝子を導入して、

窒素吸収能力を向上させた基盤

となるイネを作成し、そこに、

目的とする組換えタンパク質を

再導入するコンセプトである（図 5）。こ

のコンセプトが有効であるかを確認する

ために、あらかじめ組換えタンパク質を

蓄積させた系統に NRT 遺伝子を導入した

ところ、NRT 非導入の系統と比較して、

種子中のタンパク質が増加し、組換えタ

ンパク質は 2～3 倍に増加していること

を確認した（図 6、7）。また、日本晴に

SDI システムによる遺伝子導入カセット

を含んだ NRT 遺伝子を導入し、植物工場

に適した組換え基盤イネの作成を行った。 

 

（５）ワクチン抗原を安定して、効率的に生産する技術（日本製紙株式会社、農業生

物資源研究所、株式会社朝日工業社、産業技術総合研究所、千葉大学） 

閉鎖型植物工場における米

での機能性タンパク質遺伝子

の発現を誘導する技術を確立

するため、植物工場での水耕

栽培条件で高発現するプロモ

ーターの探索と植物工場で物

質を高蓄積させる技術の開発

を行った。授粉後の日本晴種

子 RNA を用いたマイクロアレ

イ結果から、水耕栽培で特異

的に転写量が増加する種子貯蔵タンパク質をスクリーニングした。また、2 次元ゲル電

気泳動解析でのスクリーニングにより、種子貯蔵タンパク質のうち、既に実績のある

GlutelinB-1 に加え、GlutelinB-2、GlutelinB-5、Glutelin、Prolamin の 4 種類が、水

耕栽培で蓄積量が特異的に増加することを確認した。これらの登熟中の発現を調査した

ところ、受粉後 15～20 日まで長期にわたり物質を生産できるプロモーター活性があるこ
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図 8．種子貯蔵タンパク質の転写量のタイムコース 

図 6．タンパク質含有量（T2 種子） 

図 7．組換えタンパク質蓄積量（T2 種子） 
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とが推察された（図 8）。

これら 4 種のプロモータ

ー領域およびターミネー

ター領域を単離した。さ

らに、それぞれのプロモ

ーターを用いた遺伝子を

多重連結するバイナリー

ベクターシステムを構築

した。 
また、植物での物質生

産を事業化するためには、

生産施設での生産の安定性の検討が必要となる。

そのため産総研内および千葉大学内の閉鎖型植物

工場で、GlutelinB-1 プロモーターで発現させて

いる CTB 米において、栽培試験を実施し、生育期

間や生育調査結果を比較した。植物工場で栽培し

た CTB 米においては、栽培施設間、イネの世代間

によらず、種子重量、タンパク質含量はほぼ同等

であった（図 9）。CTB 蓄積量の変動係数は目標で

ある±20 %の範囲内であり、ワクチン生産安定性

が高いことを確認した（図 10）。組換えタンパク

質の機能や投与量などにより検討が必要であるが、

本成果により、植物工場でのワクチン抗原の生産

安定性に目処が得られた。 

 

（６）閉鎖型イネ栽培システムの構築（株式会社朝日工業社、岩崎電気株式会社） 

中間評価段階までに構築した、閉鎖型

イネ栽培システムプロトタイプ（栽培

室：3.7m×3.9m×2.0mH（内、栽培エリア

6.5m2）、育苗室：1.4m×3.0m×2.7mH）を

用いて、実用化のための設備構築及び省

エネルギー手法を開発した。 

人工光源については、開発したイネの

光合成作用曲線に近似した光量子束分

布を持つ光源を改良し、照明電力あたり

の光合成速度を更に高めた。また、イネ

群落への効率の高い照射法を実現する

ため、高効率型反射笠と点灯・調光シス

テムを開発し、光源と照明機器の組み合

わせによる高効率照明システムを完成

図 9．種子重量と貯蔵タンパク質量  

  図 10．CTB 蓄積量 
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した（図 11）。このシステムと最

適化した栽培条件により、1 作あ

たりの照明系統の消費電力量は

約 75％に削減した。また、壁材

等からの反射の影響度合を含ん

だ計算が可能な 3 次元光環境シ

ミュレーション手法を確立し、予

測計算は実測結果と一致した（図

12）。本光環境シミュレーション

は、光環境の最適設計を行うため

の有効な手段となり、これまでの

気流や温熱環境などの熱流体シ

ミュレーションを併用すること

で、実用規模にスケールアップす

る際に空気環境だけでなく光環

境についても様々な詳細検討を

可能とした。 

 電気・水・CO2 ガスのエネルギー

使用量の解析を実施し、設備（ハ

ード）および運用（ソフト）それ

ぞれでの省エネルギー手法を実証した。設備では、ランプ室を外気冷房方式とすること

で従来の室内空気循環方式に比べて空調機の能力を約 1/3 に小さくすることができイニ

シャル・ランニングともにコストの低減が図れる。また、空調ドレン水再利用システム

により空調ドレン水を加湿に再利用するとシステム全体で使用水量を約 40％に削減し

た。省エネ型排水滅菌システムでは、加熱エネルギーと使用水量を減らすことを可能と

した。運用では、空調の設定条件（風量や気温、相対湿度など）を緩和することでの消

費電力削減効果について実証した。加湿制御を停止すること、空調系統の消費電力量は

約 1/2 に削減したが、イネの生育状態や収量に有意差はなかった（図 13）。 

 

（７）イネ栽培システムの環境制御技術の開発（株式会社朝日工業社） 

イネの成長過程においては、イネ群落の受光状態や蒸散速度の変化などが要因とな

り群落周辺環境が変化しやすく、生育や収量などに影響を及ぼす可能性がある。そこ

で生育ステージ（育苗期～分げつ期～出穂期～登熟期）ごとの群落内空気環境の空間

変動を把握した。生育ステージの進行に伴い群落内の気温や絶対湿度はダイナミック

に変化した（図 14）。このような条件下で CTB 米の栽培を行った結果、気温および葉面

温度が比較的高い中流では、種子への CTB の蓄積が低下する傾向が見られた（図 15）。

そこで、気温の空間変動を低減させる局所吹き出し式空調方式を開発した。ただし、

CTB 蓄積量の変動係数は、前述した栽培施設間およびイネの世代間、後述する作付けご

とでも目標である±20 %の範囲内であり、現状においてもワクチン生産安定性は高い。 

実規模の閉鎖型施設の場合、閉鎖型栽培システムのプロトタイプと比較し栽培面積
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図 13．加湿制御停止時の消費電力量（左）と 

イネ生育状態と収量の比較（右） 
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は拡大するため、さらに空気環境の空間変動が増加する可能性があると考えられる。

そのため、施設を構築する前に生育ステージごとの栽培室内の空間変動を予測するこ

とが重要である。そこで、中間評価段階までに確立した植物の蒸散現象を考慮した熱

流体シミュレーション解析を実施し、実測結果との比較を行ったが、両者はよい相関

が得られた（図 16、17）。この結果は、大空間を対象にした場合でも、イネの生育ステ

ージごとの群落内空気環境の空間変動が予測できることを示唆している。 

 

 

（８）有用物質を効率よく生産する栽培条件の探索と評価（株式会社朝日工業社、千

葉大学） 

 中間評価段階までに確立した栽培条件で CTB米と非組換え体との比較栽培試験を行っ

た。育苗室で播種から 21 日間育成後、栽培室で収穫まで約 100 日間栽培した。栽培は

湛液水耕法とした。 

非組換え体と CTB 米で栄養成長は変わらないものの、組換え体は籾の稔実率が低いた

めに、収量が小となることが明らかとなった。前述の高効率照明システムを用いるとと

もに、稔実率の向上を図るため栄養成長の抑制を目的として出穂後に光強度を低下させ、

目的タンパク質である CTB の蓄積量を高めることができるかを調査した（最適区）。その

結果、中間評価段階で確立した非組換えイネの収量・タンパク質蓄積量を大とする栽培
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条件（対照区）と比較して、株当たりの総籾数では有意差は見られなかったものの、稔

実籾数および稔実率は大となる傾向があった。玄米重も大となっており、結果として株

当たりの玄米収量は約 1.5 倍となった。出穂後に光強度を低下させたことにより、籾へ

の転流が促進された結果、玄米収量が大となったと考えられる。栽培面積当たりの CTB

蓄積量は、50％以上増加した。また、ランプおよび反射笠の効率化により消費電力当た

りの生産効率は増加した（図 18）。 

CTB 米は医療用原材料として用いられるため、CTB 蓄積量は均一であることが望ましく、

作付けごとにも蓄積量が安定している必要がある。構築したイネ栽培システムでの作付

けごとの CTB 含有率の変動は小さく、変動係数は 12％であった（図 19）。この結果は、

環境制御を行うことにより、作付け時期が異なっていても CTB蓄積量の変動が小さい CTB

米の生産が可能であることを示唆している。 
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図 18．株当たりの玄米収量（左）と CTB 蓄積量およびその生産効率（右） 

図中のバーは標準誤差を示す 

異なる英小文字は Tukey 法により 5％レベルで試験区間に有意差があることを

示す 

    CTB生産効率は CTB蓄積量を各試験区の照明の消費電力量で除した値であり､対

照区の値を 1 としたときの相対値で表示している。 
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図 19．栽培試験ごとの CTB 含有率の変化 

    図中のバーは標準偏差を示す 

CTB 含有率は、主要な貯蔵タンパク質（37-39 kDa グルテリン、22-23 kDa グル

テリン、10-16 kDa プロラミン）蓄積量の合計に対する CTB 蓄積量の比とした。 
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３－１－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

３－１－４－１ 事業化の見通し 

CTB 米の経口投与によるコレラ毒素ワクチンとしての有効性は、本課題を通じて実証

することに成功したが、さらに、コレラ毒素と類似した細菌性毒素である大腸菌易熱性

毒素により発症する旅行者下痢症への応用が判明した。WHO Weekly Epidemiological 

Record によると、病原性大腸菌による下痢症は旅行者下痢症の大半を占め、世界で毎年

延べ約 2 億人が罹患し、38 万人（その大半が子供）が死亡している。コレラは、世界で

毎年約 20 万人が罹患して、約１万人が死亡していることから、CTB 米の市場は、提案時

と比較し、約 1000 倍の 2 億人に拡大したと考えられる。また、国内でも、海外への渡航

者の約半数（750 万人）が大腸菌を主体とする細菌感染性下痢症に羅患しているとされ

ている。本事業では、日本製紙・朝日工業社において、完全閉鎖型植物工場での組換え

米の栽培、精米を行い、ロート製薬にて精米を粉砕・原薬化し、乾燥工程、賦型剤を加

えて製剤化、散剤、錠剤化したものを最終製品とする予定である。 

CTB 米に関しては、その臨床応用の可能性を確認するため、東京大学医科学研究所で

の自主臨床試験の平成 24 年度の実施を目指して進めている。ヒトでの中和抗体価誘導効

果を証明することになる。この結果のフィードバックを得て CTB 米を対象にして、平成

25 年時点で、約 10 年と 100 億円をかけた治験を計画することになる。この時間とコス

トは、第 1 相、第 2 相に加え、第 3 相で数万人単位の臨床試験をインド等の発展途上国

で実施する必要性があるためである。 

 

適応：腸管感染症 

コレラ：アジア・アフリカ 180 万人、日本人海外旅行者 8000 人程度 

大腸菌下痢症：アジア・アフリカの小児 2～3 億人、日本 3～4 万人 

旅行者下痢症：先進国から開発途上国の旅行者下痢症 3000 万人 

日本人旅行者下痢症 140 万人 

 

生産量と生産コスト： 

完全閉鎖型生産システムでは 1 回の栽培で 1 平方メーター当たり 1kg のワクチン米

（CTB 米粉末の 0.1％が CTB）が生産される。年間 3 回の栽培が可能なので、年 3kg/㎡の

米粉末が生産可能である。これは、開放系（水田）での栽培の約 4 倍の収量であり、約

3g の CTB に相当する。3g の CTB 生産コストは電気代約 10 万円を含み約 20 万円程度にな

る予定である（CTB1mg＝66.6 円）。ヒトの臨床投与量は今後の試験によるが、体重 50kg

あたり 3g 粉末（CTB として 3mg）とすると、1 平方メーター当たり、年 1000 人分の CTB

米が生産できることとなる。1 人当たり原価[3g 粉末と仮定]は 66.6×3＝200 円と試算し

ている。 

 

市場： 

先進国の販売価格は 2000 円として、 

 日本：2000×145 万人＝29 億円 （1450 ㎡＝38×38m の工場） 

 先進国旅行者：2000×3000 万人＝600 億円 （30,000 ㎡＝173×173m の工場） 
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開発途上国の販売価格は 500 円として 

 500×3 億人＝1500 億円 （300,000 ㎡＝547×547m の工場） 

計 1500＋600＋29＝2129 億円 

 

３－１－４－２ 波及効果 

 世界初の室温長期保存可能経口ワクチン”Needle- and cold-chain-free vaccine”の実

用化への道が開け、日本の旅行者下痢症、世界の発展途上国の子供たちの健康に貢献す

ることが可能である。実用化により、日本経済への貢献は罹患患者の予備群へのワクチ

ン投与で、尐なく見積もっても年間 2000 億円以上になると考えられ、日本経済の活性化

に繋がる。 

 

要素技術（１）ワクチン抗原を均一に高生産・高蓄積させる技術 

コメの胚乳特異的プロモーターを用いるイネ発現技術は他の有用蛋白（例：ワクチン、

抗体）の発現に応用可能である。 

要素技術（２）効果的な免疫誘導技術 

本課題で確立された免疫誘導技術は今後のほかのワクチン（例：ノロウイルスワクチ

ン、ロタウイルスワクチン）の免疫誘導技術に応用可能。 

要素技術（３）品質確保のための評価技術 

閉鎖系栽培による室温長期保存経口ワクチンの開発のための品質確保の技術は上記の

ワクチン等の開発にも応用可能である。 

要素技術（４）物質の生産に適した形態・代謝に宿主植物を改変する技術 

 遺伝子置換技術（SDI システム）に関して、数件の分与の依頼がある。また、宿主植

物を物質生産用に改変する技術の件も合わせて、事業化の可能性あり。経済効果として

は、販売とロイヤリティー収入が予想される。 

要素技術（５）ワクチン抗原を安定して、効率的に生産する技術 

 閉鎖型植物工場での組換え植物（イネ）の栽培受託を検討する。すでに数件の問い合

わせがあり、抽出・精製し試薬として販売を予定している某社と調整を行っている。本

課題の事業化に先立ち、抽出を前提とした組換え植物を用いて閉鎖型植物工場での技術

の一部を産業化できる。 

要素技術（６）閉鎖型イネ栽培システムの構築と要素技術（７）イネ栽培システムの環

境制御技術の開発、要素技術（８）有用物質を効率よく生産する栽培条件の探索と評価 

本課題では、組換えイネに特化した閉鎖型植物工場システムを開発した。今後、このシ

ステムの建設と販売を事業化する予定である。事業化にあたっては、システム（ハード）

だけでなく栽培ノウハウ（ソフト）との組合わせでの展開を検討している。また、強光

環境で栽培するイネ用の環境制御技術や省エネルギー手法は、他の植物種の閉鎖型シス

テムについても実用化が期待できる。 

 開発したセラミックメタルハライドランプはすでに数件の問い合わせがあり、閉鎖型

植物栽培システム用はもとより、太陽光併用型植物工場の補光用光源としても注目され

ている。また、単独使用として花店、ビルや地下街などの屋内での観賞植物の植物育成

用光源として大きな市場（約 10 億円）が予測される。 
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表３．特許・論文等件数  
要素技術  論文数  論 文 の 被

引用度数  

特 許 等 件 数

（ 出 願 を 含

む）  

特 許 権

の 実 施

件数  

ライセン

ス供与数  

取 得 ラ イ

センス料  

国際標準

への寄与  

(1)        

(2) 5 42.853      

(3)        

(4)～(5)   2     

(6)～(8) 2  3     

計 7  5     

（詳細は、添付資料に記載） 
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３－２「組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発」 

３－２－１ 目的 

高病原性鳥インフルエンザ（highly pathogenic avian influenza:以下 HPAI）は、東

南アジアをはじめ世界各地で被害をもたらし、現在でも散発的発生が報告されている。

日本においても 2011 年 1-2 月に宮崎県などで発生し、大きな経済的損害を被った。 

 現在、HPAI の発生に対しては早期の摘発および淘汰による清浄化が行われているが、

さらなる対策として、非常時投入用の注射型不活化オイルワクチンの開発・製造が国

策として進められている。ただし、この注射型不活化オイルワクチンは、免疫の減衰

により無症状のままウイルス排出を起こすリスクが知られており、追加免疫による高

免疫状態の維持が必要である。しかし、オイルワクチンを追加免疫に使用すると「痛

み」のストレスによる産卵数低下のリスクが高く、養鶏業への経済的損害が懸念され

る。さらに、数十万羽規模の成鶏への注射は物理的に困難である等、様々な問題を抱

えている。そこで、注射ワクチンに代わる追加免疫法として「飼料混合型経口投与」

が期待される。そこで本課題では、経口投与が可能である組換え植物を用いた追加免

疫ワクチンの開発を目指した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．経口ワクチンによる追加免疫 

 

図２．ワクチン開発の概要 

 

本課題で使用する植物は、医薬品原材料として管理が容易であり、経口摂取が可能な

栄養生殖体であるジャガイモを候補とした。また、ジャガイモに導入するワクチン成分

（以下抗原）は、インフルエンザウイルス粒子の表面タンパク質でヒトのワクチンにも

利用されているヘマグルチニン（以下 HA）、ならびにウイルス粒子内のタンパク質で細

胞性免疫と呼ばれる免疫システムを刺激するヌクレオプロテイン（以下 NP）を候補とし

た。NP 抗原については、現在までワクチンとして実用化された例は無いが、幅広いタイ

プのインフルエンザウイルスに対するワクチン効果を期待できる。さらに、免疫応答を

増強する物質（以下アジュバント）として CpG モチーフと呼ばれる塩基配列を採用した。

この組換えジャガイモを乾燥粉末化し、飼料と混合することで、高等動物に備わる免疫

機構を最大限利用する効果的な経口投与型ワクチンの開発を行った（図２）。       
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３－２－２ 全体目標および成果・達成度 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 候補抗原を大腸菌と酵母の発現系で作製し、それらを用いて

ワクチンの開発に必須な自家試験に対応可能な抗原・抗体の

測定法を確立する。 

 設定理由・根拠等 組換えジャガイモのワクチン効果を評価する際、投与量(抗原

量)や免疫応答の強度(抗体量)を測定する必要がある。 

 成果 組換え HA、NP 抗原を大腸菌および酵母の発現系でそれぞれ作

製した。これら組換え HA、NP 抗原を用いて、高感度かつ特異

性に優れた定量的な抗原・抗体測定法を確立した。 

 達成度 100%達成 

最終目標・指標 候補抗原の免疫誘導能と CpG モチーフのアジュバントの活性

を、動物投与試験で確認する。 

 設定理由・根拠等 ジャガイモに導入する抗原および CpG モチーフに免疫誘導能

およびアジュバント効果があることを確認し、組換えジャガ

イモの経口投与法による免疫再誘導の予備的評価が必要であ

る。 

 成果 マウスおよび鶏への組換え HA、NP 抗原および CpG モチーフに

よる液性および細胞性免疫の再誘導効果が確認できた。さら

に同様に免疫したマウスは、複数のタイプのウイルスに対し

て有効性を示した。 

 達成度 100%達成 

最終目標・指標 候補抗原を 500ng/g 塊茎以上発現する組換えジャガイモを得

る。また、組換えジャガイモを閉鎖型植物工場内で大量生産

を行い、塊茎収量として圃場生産の 20％増を目指す。 

 設定理由・根拠等 鶏における追加型経口ワクチンに関する論文を参照し、有効

性が期待できる抗原量として目標発現量を設定した。また、

組換えジャガイモの植物工場内における至適栽培条件を決定

し、実用化に向けた生産性等の検証が必要である。 

 成果 塊茎における抗原発現量が目標値を大きく超える組換えジャ

ガイモを作出した。それら組換えジャガイモの塊茎収量は単

位面積当たり圃場生産の約 5 倍であり、目標値を大きく上回

った。 

達成度 100%達成 

最終目標・指標 組換え植物で発現された候補抗原のワクチン素材としての免

疫学的有効性を確認し、追加経口ワクチンとしての有効性を

確認する。 

 設定理由・根拠等 対象動物である鶏を用いて、組換えジャガイモの追加経口ワ

クチンとしての有効性を確認する必要がある。 
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 成果 鶏への組換えジャガイモの経口投与により、初回免疫の減衰

に起因する感染鶏からのウイルス排出を抑制できた。従って

本素材は、追加経口投与によりウイルス感染拡大を防ぎ得る

ワクチンであると結論した。 

達成度 100%達成 

 

３－２－３ 成果 

（１）組換え大腸菌等を用いた抗原の作製、並びに抗原及び抗体検出系の確立《学校

法人北里研究所、国立大学法人北海道大学》 

ワクチン開発においては、候補抗原ならびに特異抗体を高感度に且つ特異的に定量

する測定法を確立する必要がある。そこで、組換え HA 抗原は H5N2 亜型ウイルスを遺

伝子供与体として酵母発現系で作製し、組換え NP 抗原は H9N2 亜型ウイルスを遺伝子

供与体として大腸菌発現系で作製した。これらの組換え精製抗原を用いて、自家試験

ならびに国家検定でも採用しうる抗原抗体測定法を構築した。これらの測定法を用い

て、下記個別要素技術（２）～（４）を実施した。 

 

（２）組換え大腸菌等発現抗原の免疫誘導能の確認及びアジュバントの活性評価《学

校法人北里研究所、学校法人いわき明星大学、国立大学法人北海道大学》 

 組換えジャガイモに導入する抗原である HA および NP タンパク質を酵母および大腸

菌での発現系を用いて作出し、これら抗原の免疫誘導能を確認した。また、CpG モチー

フのアジュバント活性評価を併せて行った。これら抗原およびアジュバントをマウス

へ注射した結果、液性および細胞性免疫誘導が確認できた（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．候補抗原およびアジュバントによる免疫誘導 

 

また、同方法で免疫したマウスへのインフルエンザウイルス攻撃試験により、HPAI

への有効性を明らかにした（図４、左）。さらに、HPAI ウイルスのみならずヒトインフ

ルエンザのモデルウイルスに対しても有効性が認められたことから、様々なタイプの

インフルエンザに有効なワクチン候補抗原である事が示された（図４、右）。 

組換え精製抗原免疫マウスにおける
細胞性免疫応答の解析
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図４．候補抗原免疫マウスにおける HPAI およびヒトインフルエンザモデルへの有効性 

 

（３）抗原及びアジュバントを含む組換え植物の作出、並びに植物工場システムによ

る大量生産系の開発《学校法人北里研究所、独立行政法人産業技術総合研究所》 

 HA および NP 抗原を発現する遺伝子組換えジャガイモを作出し、植物工場システムに

よる大量生産系を開発した。まず、NFT 方式（薄層フィルム上に培養液を流す方式）で

の水耕栽培について、年度毎いずれのロットも目標値として掲げた露地栽培の 20%増収

をクリアできる栽培条件を確立した。特に最終年度においては、露地栽培に比べ単位

面積あたり 5 倍の増収（最も高収量の系統だった HA 発現ジャガイモは、株あたり収量

が約 1.9 倍、単位面積あたり約 7 倍）の塊茎が収穫できた（図５）。さらに、NFT 方式

より無菌性に優れ、ヒト用医薬品原材料生産を目指す際に有効な手段となりえるリア

クターシステムを用いた生産系も併せて検討した。その結果、医薬品原材料として効

率よくジャガイモ塊茎を生産しうる基礎的生産技術が解明された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．植物工場での組換えジャガイモ大量生産 

 

（４）組換え植物を利用した経口ワクチン原材料の鶏における免疫学的評価《学校法

人北里研究所、国立大学法人北海道大学》 

 注射型オイルワクチン由来の免疫が減衰した鶏に対して、（３）で栽培した組換えジ

ャガイモの凍結乾燥粉末を経口投与することで、液性および細胞性免疫の再誘導効果

が認められた（図６）。これら組換えジャガイモ経口投与鶏への高病原性鳥インフルエ

ンザウイルスでの攻撃試験を実施した。攻撃試験には A/chicken/Yamaguchi/7/04 
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(H5N1)株を供した。その結果、組換えジャガイモを経口投与して追加免疫を実施した

鶏では、完全に発症を防御できたことに加えて、咽頭およびクロアカ（総排泄腔）か

らのウイルス排出の抑制効果が明らかとなった（図７）。すなわち、本経口ワクチン素

材を用いて追加免疫することで、発症防御だけでなく攻撃鶏からのウイルス排出によ

る感染拡大を防ぎうる事が明らかになった。従って、本課題で目標としたワクチン原

材料の開発に成功したと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．組換えジャガイモによる免疫再誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．組換えジャガイモ投与鶏への HPAI 攻撃試験 

 

３－２－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

３－２－４－１ 事業化の見通し 

5 年間の研究開発終了後、カルタヘナ法・第 2 種使用等の申請、製品設計、試作ワク

チン製造、長期安定性試験、GLP 試験、GCP 試験の後、農林水産省に動物用生物学的製剤

としての製造承認申請書の作成・申請を経て事業化する。それら手続きには 3 年間程度

を要すると予想され、この間平行して、学校法人北里研究所（現在の北里第一三共ワク
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チン株式会社）と独立行政法人産業技術総合研究所で、設備投資及び生産体制の確立を

図る。 

 

実用化に向けた計画概要 

 平成 22 年度  

（最終年度） 
平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

安全性の検討       

ｶﾙﾀﾍﾅ法・第 2 種使用等の申請       

製品設計       

試作ワクチン製造       

長期安定性試験       

GLP 試験       

GCP 試験       

製造承認申請       

販売      

 

３－２－４－２ 波及効果 

【低病原性鳥インフルエンザに対する亜型交差的有効性】 

 この課題では、H5N1 と呼ばれるタイプのウイルスが病因となる高病原性鳥インフルエ

ンザを対象とし、当該タイプウイルスに対する有効性を証明した。しかし、実際には H5N2

と呼ばれるウイルスによる“低病原性鳥インフルエンザ（以下 LPAI）”の発生も報告さ

れており、無症状であるが故の摘発の困難さが問題視されている。そこで組換えジャガ

イモの LPAI に対する有効性を検証した。その結果、HPAI での結果と同様、LPAI におい

ても発症防御ならびに攻撃鶏からのウイルス排出抑制が認められた（図８）。既存の注射

型不活化オイルワクチンは、製造ウイルスと流行ウイルスのタイプが異なる場合に有効

性が低減する問題点を抱えているが、組換えジャガイモを併用することで解決が可能で

あると考えられる。 
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図８．組換えジャガイモ投与による LPAI への有効性 

 

【初回免疫ワクチン素材としての有効性】 

本研究開発は、既存の注射型オイルワクチンでの基礎免疫を持つ鶏への追加免疫素材

として開発を進め、その有効性を明らかにした。この成果を発展させ、本ワクチンの経

口投与のみで免疫を獲得できれば実用面でも有利である。そこで、基礎免疫を持たない

マウスへ組換えジャガイモを経口投与し、インフルエンザウイルスでの攻撃試験を実施

した。その結果、ヒトインフルエンザのモデルウイルス株である A/Puerto Rico/8/34 

(H1N1)、A/Guizhou/54/89-X (H3N2)ウイルスに対して延命効果を示すことが明らかにな

った（図９）。今後、用法および用量やアジュバントの改良等を検討することで、“食べ

るインフルエンザワクチン”実用化の可能性が広がる成果と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９．組換えジャガイモの初回免疫素材としての有効性 
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組換えジャガイモ投与によるLPAI感染鶏からのウイルス排出抑制効果
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HA発現ジャガイモ 0.1g
NP発現ジャガイモ 0.1g
合成CpGモチーフ 10g
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・A/Puerto Rico/8/34 (H1N1)
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組換えジャガイモ経口投与マウスのヒトインフルエンザ感染に対する生残率
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表２. 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１）～

（４） 

0 0 1 0 0 0 0 

計 0 0 1 0 0 0 0 

（詳細は、添付資料に記載） 
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３－３「高機能性物質生産ダイズに関する技術開発」 

３－３－１ 目的 

 ダイズは貯蔵タンパク質含量 40%と、イネやトウモロコシに比べても豊富で、有用タ

ンパク質やペプチドの効率的な生産に適している。また、収穫までの期間が短く、草丈

も比較的小型で、閉鎖型人工環境下での集約・効率的栽培にも適しており、種子を利用

することで保管や輸送、加工・製剤化、さらにはヒトへの経口投与が容易となる。アル

ツハイマー病は、βアミロイドタンパクの蓄積による老人斑の形成、脳神経細胞破壊に

よる損傷に起因する神経変性疾患であり、国内で約 200 万人、世界中で約 2,000 万人の

患者がおり、今後高齢化社会を迎える状況において患者数が増加することは確実視され

深刻な問題となっている。そのような背景の中、アルツハイマー病の予防・治療薬や進

行を抑える薬剤が強く求められており、抗体医薬やワクチンの開発が進められているも

のの、大量製造方法や高価格、副作用等の点で問題を抱えている。 

本技術開発では、これらの諸問題をふまえ、アルツハイマー病ワクチンとして効果の

認められている機能性ペプチドを組込んだ遺伝子組換えダイズ種子による経口投与可能

なアルツハイマー病ペプチドワクチンの閉鎖型人工環境下での大量生産技術を開発する

ことを目的として、北興化学工業㈱（京都大学、弘前大学、(独)北海道農業研究センタ

ー）が機能性ペプチドを組込んだ遺伝子組換えダイズの作出を、新菱冷熱工業㈱が閉鎖

型植物生産施設での組換えダイズの効率的な栽培技術の確立を分担して共同実施する。 

 

３－３－２ 全体目標および成果・達成度 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 アルツハイマー病ワクチンペプチドを種子 100g中に 100mg以

上高蓄積する組換えダイズを作出する。また、疾患モデルマ

ウスを用いた組換えダイズ種子の経口投与による機能性評価

を行なう。 

 設定理由・根拠等 経口投与量、期間を注射投与の 10 倍量とし 20mg/人（500μ

g/日×40 日）と設定。ワクチンペプチド 200μg/種子（約

200mg）で、種子 2～3 粒/人･日となり経口摂取可能量である。 

 成果 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病ﾜｸﾁﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 100mg/100g 種子以上高蓄積する組換

えﾀﾞｲｽﾞ系統として A1aB1bM1 導入で 105～260mg/100g 種子、

A1aB1bM3 導入で 205～339mg/100g 種子含量が得られた。 

A1aB1bM1 ﾀﾝﾊﾟｸ質のﾏｳｽ経口投与試験で 20 週以上の投与で抗

体価の上昇、ｱﾐﾛｲﾄﾞの減尐および記憶障害改善効果が確認で

きた。A1aB1bM1 組換え種子の経口投与試験で抗体価上昇傾向

が認められた。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 目的有用物質生産を行う組換えダイズにおいて、単位時間・

単位面積あたりの種子の収穫量を、非組換えダイズを従来型

のビニルハウスで土耕栽培した場合の収穫量(0.55kg/m2･年)



40 

 

に比べて 50%以上向上させて 1.0kg/m2･年とする。また、目的

有用物質（機能性ペプチド）の発現量を、中間目標達成時と

比較して 20%以上向上させる。 

 設定理由・根拠等 事業化を実現するためには、種子収穫量を増やし、種子中に

目的有用物質を多く発現させる栽培法を確立し、物質生産性

を高めることが必須である。中間目標達成時から技術開発を

進めることにより 50%以上向上させた値(1.0kg/m2･年)を目標

値とした。 

 成果 閉鎖型栽培室で非組換えダイズ（Jack）、組換えダイズ（A1aB1b 

M1, A1aB1b M3）を水耕栽培し、Jack 1.30、組換え M1 種子

1.41、M3 種子 1.34kg/m2･年を収穫し、いずれも目標の 1.0kg 

kg/m2･年を超えた。中間時の有用物質 28.6mg/100g 種子（M3

種子）に対し、種子比率を下げることで 62.4mg/100g 種子（2.2

倍）に増加させた。しかし、有用物質を高蓄積させると単位

面積当たりの生産量が減尐することが示され、総合的には、

単位面積あたりの生産量を増やす栽培法の方が、生産性が高

いという結果になった。 

 達成度 95% 

 

３－３－３ 成果、達成度 

（１）高蓄積型貯蔵タンパク質の開発（北興化学工業株式会社、国立大学法人京都大学） 

 アルツハイマー病ワクチンとして利用するエピトープ配列は、原因物質βアミロイ

ド（Aβ：42 アミノ酸）N 末側の B 細胞抗原決定基（7 アミノ酸）を用いた。このエピ

トープをタンデム化して組込んだ改変型貯蔵タンパク質をタンパク質輸送・蓄積を考

慮した分子設計により作成するためにダイズ自身の 11S グロブリン、また蓄積機構や

特性の違いが蓄積程度に影響することも想定してダイズ以外のカボチャ 11S グロブリ

ン、イネプロラミン 10K、インゲンアルセリンをキャリアタンパク質として選定した。

ダイズ 11S の A1aB1b サブユニットには 3 次元構造から推定した可変領域が 5 ヵ所存在

し、タンデム化エピトープ配列を挿入した 8 種類の改変型貯蔵タンパク質を分子設計

した。また、カボチャグロブリン、プロラミン、アルセリンについても可変領域を推

定、選択して特性の異なる改変型貯蔵タンパク質 4 種類を分子設計した。これらの改

変型貯蔵タンパク質をダイズへ導入、発現させるためのコンストラクトにおいて、ダ

イズ由来 11S グロブリンプロモーター（Gy1P）と同ターミネーター（Gy1T）を用い、

選抜マーカーとしてハイグロマイシン耐性遺伝子（Hyg）、cGFP マーカーを組込んだ発

現ベクター12 種類を構築した（図１）。 

ダイズ種子へ導入した改変型貯蔵タンパク質の蓄積経路・機構を解明するために、

後述（２）で得られた目的ペプチドが高蓄積する組換え種子を用いて細胞内の蓄積部

位について免疫電子顕微鏡観察による解析を行った。その結果、ダイズ 11S グロブリ

ンをキャリアとした改変型タンパク質 A1aB1bM1 および A1aB1bM3 は種子中の貯蔵型液

胞内に蓄積していることが確認できた。また、A1aB1bM2、A1aB1bM4 は液胞以外に新た
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な小胞体様器官が形成されて、そのなかにも蓄積していることが確認できた（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．改変型貯蔵タンパク質の分子設計 

  

 イネのプロラミン 10K をキャリアとした改変型タンパク質 RP10M1 は細胞質内にイネ

特有のプロテインボディⅠ様の器官を形成して蓄積していたことから、キャリアとし

て用いる種子貯蔵タンパク質の種類によってダイズ種子中の蓄積部位が異なることが

わかった。さらに、組換えダイズ種子中の改変型タンパク質の構造形成について、アフ

ィニティーカラムによる精製と HPLC による解析を行なった。通常、ダイズ種子中の 11S

グロブリン（A1aB1b サブユニットを含む）は、3 量体を形成した後、液胞内で 6 量体を

形成して蓄積することが報告されている。Jack に含まれる 11S グロブリンの溶出パター

ンと A1aB1bM1、A1aB1bM3 におけるパターンとが一致していることから、改変型貯蔵タン

パク質の構造形成は通常のダイズと同様に 6 量体を形成して液胞に蓄積しているものと

考えられ、この結果は電子顕微鏡観察の結果とも一致した。 

 

 

 

 

 

図２．改変型貯蔵タンパク質の細胞内蓄積部位 

 

２）高蓄積型貯蔵タンパク質組換えダイズの開発（北興化学工業株式会社、独立行政

法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター） 

北興化学工業（株）が開発したウイスカー（針状結晶）超音波法を用いてダイズへ

の遺伝子導入条件の最適化を検討した結果、超音波出力 50W、1 分間処理で不定胚への

導入効率（一過的発現ﾌﾞﾙｰｽﾎﾟｯﾄ数）が従来条件の約 1.8 倍増加し、細胞への影響も尐

なく有効であった。導入に用いるダイズ不定胚は処理直前に 3mm 径のメッシュを通過

 A1aB1bM１

液胞

OB

 A1aB1bM４

A1aB1bM１

A1aB1bM２

A1aB1bM３

A1aB1bM４

A1aB1bM５

A1aB1bM７

A1aB1bM８

A1aB1bM10

(a) ダイズ11Sグロブリンをキャリアタンパク質とした場合

P35S HPT NosT P35S sGFP NosTGy1P Gy1T

ダイズへの遺伝子導入基本ベクター pUHG

GAｒｃ5M2

イネプロラミン GRP10M1

インゲンアルセリン GArc5M1

カボチャ11S GPU1M1

(b) ダイズ以外の貯蔵タンパク質をキャリアタンパク質とした場合

A1aB1bM１

A1aB1bM２

A1aB1bM３

A1aB1bM４

A1aB1bM５

A1aB1bM７

A1aB1bM８

A1aB1bM10

(a) ダイズ11Sグロブリンをキャリアタンパク質とした場合

P35S HPT NosT P35S sGFP NosTGy1P Gy1T

ダイズへの遺伝子導入基本ベクター pUHG

GAｒｃ5M2

イネプロラミン GRP10M1
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(b) ダイズ以外の貯蔵タンパク質をキャリアタンパク質とした場合
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させて均一化し、選抜および増殖後の不定胚成熟培養条件を従来の固体ゲル培養から

液体振とう培養に変更することにより植物体再生率の向上が認められた。このような

諸条件を最適化することによりダイズ細胞への導入効率が処理細胞塊当たり約 10%と

高く、高発現可能な遺伝子導入法が確立できた（図３）。 

     
  (A)不定胚増殖  (B）超音波処理  (C) 薬剤選抜   （D）不定胚成熟    （E）発根 

                 （矢印：耐性細胞） 

図３．ウイスカー超音波法によるダイズへの遺伝子導入 

 

 Jack は、前述したように不定胚培養や植物体の再分化が効率的に行える品種で遺伝

子組換えダイズを多数、効率的に作出するのに適している。そこで Jack 未熟胚から形

成させた不定胚に上記（１）で作製した各種コンストラクトをウイスカー超音波法に

より遺伝子導入した。その結果、目的ペプチドを挿入した各種改変型貯蔵タンパク質

遺伝子を導入したハイグロマイシン耐性細胞を 740 系統、再分化植物体を 147 系統、

そのうち 81 系統（個体）を栽培して、組換えダイズ種子を多数得た。上記で得られた

組換えダイズ種子（T1 世代）の一部分を用いてウエスタンブロット解析により、改変

型貯蔵タンパク質 A1aB1bM1、A1aB1bM3、A1aB1bM5、A1aB1bM7 を導入した種子で目的と

するペプチドの高蓄積が確認できた。一方、A1aB1bM2、A1aB1bM4 の導入種子では蓄積

が認められず、ダイズ 11S グロブリンの A1aB1b サブユニットへのペプチド挿入部位（可

変領域）によって蓄積程度が大きく異なることがわかった。特に、可変領域Ⅲのみに

挿入した A1aB1bM3 において高蓄積する系統が多く、高蓄積型タンパク質として適して

いることがわかった。イネ由来プロラミン（野生型 10K）、ペプチド挿入改変型プロラ

ミン RP10M1 が組換えダイズ種子中で高蓄積し、インゲンアルセリン（野生型）、ペプ

チド挿入改変型アルセリン GArc5M1、GArc5M2 も種子中で高蓄積が確認できた。カボチ

ャ 11S グロブリンへの挿入改変型タンパク質 GPU1M1 も蓄積が認められた。したがって

ダイズ以外のプロラミンおよびアルセリンもキャリアタンパク質として有効で、高蓄

積が期待できることがわかった。これらの組換えダイズ種子中に目的ペプチドが高蓄

積した系統についてペプチド量の測定を行った。その結果、A1aB1bM3･C-5 系統種子で

約 30～73mg/100g 種子と最も高蓄積が確認され、 A1aB1bM5･6-6 系統種子で約 3～

11mg/100g 種子の蓄積量であった。 

次に、内在の種子貯蔵タンパク質欠失変異ダイズ系統 JQ に Jack で高蓄積が認められ

た改変型貯蔵タンパク質の各種コンストラクトの導入を行なった。A1aB1bM1、同 M2、同

M3、同 M4、同 M5 について形質転換植物を得て採種した。組換え種子中の一部を削り取

りペプチド蓄積量をウエスタン解析により測定したところ、A1aB1bM1、同 M2、同 M3、同

M4 導入株は目的ペプチドの蓄積が確認できたのに対し、A1aB1bM5（エピトープペプチド

を 5 ヶ所、計 15 個挿入）導入株では蓄積は認められなかった。また、T1 種子でのペプ
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チド蓄積量は Jack 組換えダイズに比べ JQ 組換えダイズのほうが明かに蓄積量は高かっ

た。JQ 組換え種子の T1 世代種子中のペプチド蓄積量測定を行ったところ、最終目標値

である 100mg/100g種子含量を上回るものが得られた（A1aB1bM1：105～260mg/100g種子、

A1aB1bM3：205～339mg/100g 種子含量）。さらに後代 T2 および T3 種子を得て、世代間で

のペプチド蓄積量の比較を行なったところ、A1aB1bM1 導入系統では、いずれも後代種子

で蓄積量が更に高くなる傾向で、同様に A1aB1bM3 導入系統でも後代種子で蓄積量が高く

なる傾向で安定していることが分かった。特に遺伝的に固定されたﾎﾓ世代（T3 世代）の

ペプチド蓄積量は平均値を中心として均一に分布する傾向であった（図４）。また、マウ

スでの機能性評価試験用の組換えダイズ種子は、閉鎖型温室（独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構北海道農業研究センター）および特定網室（北興化学工業株式会

社）において、A1aB1bM1#7-1 系統を先行させて栽培して、種子を得ている。その蓄積量

は 200～300mg/100g 種子で安定していた。現在、JQ への導入株から後代種子を得てペプ

チド蓄積量と生育特性・形態を基準に優良系統として A1ab1bM1 導入で 4 系統、同 M2 導

入で 1 系統、同 M3 導入で 4 系統、同 M4 導入で 1 系統（計 10 系統）を選抜した。これら

の系統は栽培を繰り返し世代を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．JQ 組換え種子中の目的ペプチド含有量比較 

 

（３）組換えダイズ由来ワクチンペプチドの開発（北興化学工業株式会社、国立大学法

人弘前大学） 

 ワクチンとしての機能性評価試験のためアルツハイマー病トランスジェニックマウ

ス（TgCRND8）をトロント大学神経変性病研究所（カナダ）より譲り受け、弘前大学医

学部施設内において繁殖と大量飼育を行い、実験に用いた。最初に大腸菌で生産した

エピトープ配列を挿入した改変型タンパク質 A1aB1bM1 を用いて疾患マウスおよび通常

マウスへの経口投与による免疫試験を行った。まず、投与量（1mg）をアジュバントと

して CTB を用いて 1 週間毎に投与した。投与後採血を行い、ELISA による抗原特異的抗

体価測定を行った結果、10 週目から抗体価の上昇が認められ、21 週目で抗体価は最大

値に達した。また、本抗血清を用いてβアミロイドに対する特異性を確認したところ

対照区 A1aB1b タンパク質投与に比べβアミロイドを特異的に認識することが分かった 
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（図５）。次に疾患マウスを用いた記憶障害改善効果について試験を行った。A1aB1bM1

タンパク質投与量は 0.5mg で、アジュバントとして CTB を用いて 1 週間毎に投与した。

水路迷路実験としてプラットホーム（ゴール）までの到達時間と距離を指標に行動実

験を 1 ヶ月に 1 回行った。その結果、投与 6 ヶ月目で対照の疾患マウス無投与区と

A1aB1b タンパク質投与区でアルツハイマー病による記憶障害が認められたのに対し、

M1 タンパク質投与区でゴールまでの到達時間が有意に短くなり、記憶障害の改善効果

が認められた。次に、これらのマウス脳内のアミロイド蓄積量を測定したところ、対

照の疾患マウス無投与区と A1aB1b タンパク質投与区よりも M1 タンパク質投与区で、

有意にアミロイド量が減尐していることが分かった（図６）。 

現在、M1 タンパク質を蓄積している組換えダイズ種子を用いた経口投与試験として

M1 ダイズ粉砕物 0.5mg（非加熱、アジュバント無添加）を用いて 1 週間毎に投与した。

投与後採血を行い、ELISA による抗原特異的抗体価測定を行った結果、21 週目で抗体

価の上昇が認められた。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．採血サンプル（経口投与）の抗体価     図６．脳内アミロイド量の 

測定 

  

（４）閉鎖型人工環境下での組換えダイズ栽培システムの開発（新菱冷熱工業株式会社） 

人工環境下のダイズ栽培に関する研究例は尐なく、組換えダイズを用いた例はこれ

までにない。本項では、ダイズを人工環境下で栽培し種子の多収量と種子中に目的有

用物質を高蓄積させることを目的とした研究開発、および組換えダイズ栽培施設の開

発に取り組んだ結果を述べる。5 年間の実施状況と成果を図９に示す。 

遺伝子拡散防止措置をした閉鎖型栽培施設を当社内に建設した。NFT（薄層水耕）式

を用い、メタルハライドランプを上方照射（栽培棚上 PPFD 1,000 μmol m-2 s-1）した

（1段栽培方式）。材料は非組換えダイズ品種 Jack、組換えダイズ系統 A1aB1b M1、A1aB1b 

M3（以下、組換え M1、組換え M3）を用いた。実験は、非組換えダイズの試験結果を組

換えダイズに適用する形式で進めた。試験から、ダイズは人工環境下で栄養成長に偏

ることがわかり、多収量のためにはこの抑制が課題であることが示された。気温、CO2

濃度等の好適条件、短明期および剪定による栄養成長抑制法を検討し、収量性の高い

好適条件（明/暗期 14/10 h、気温 28/20℃、相対湿度 50/75%、CO2 濃度 500 μmol mol-1/

無制御（500 μmol mol-1 以上）、図７）を求めた。栄養成長は剪定法で抑制し（葉面
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積指数=13）、多収量を得た。また、さらに単位面積当たりの収量を高めるため多段栽

培方式を検討した。伸びやすいダイズ草姿を栽培棚内に制御可能かが課題であった。

試験の結果、摘心や下葉の切除なしで栄養成長量を抑制しながら収量を得ることがで

き、かつ種子比率（種子 DW/全器官 DW）の高い光照射条件および養液量等を明らかに

した（蛍光灯 5 面照射、棚上 PPFD250 μmol m-2 s-1、養液 600ml、湛水式）。 

全試験の最大収量は組換え M1 で得られ、1 段方式で 1.41、多段方式（5 段積み試算）

で 1.43 kg/m2･年であり、最終目標を達成した。非組換えダイズでみる各方式の照明電

力量当たりの生産量にはほとんど差がなく両方式とも有用であった（表２）。そこで 1

段と多段の両方式による栽培施設を検討し、CFD 解析を用いて省エネルギー性と温湿度

制御性の高い空調方式を考案した。 

種子中の有用物質（ペプチド）の高蓄積を目指し、まず種子比率と種子 DW 当たりの

N 含量の関係を明らかにし、種子比率を変えることでペプチドを高蓄積できる可能性を

示した。試験では、栄養成長量を増加させた低種子比率区のペプチド含量が高くなる

傾向があり中間時含量の 2.2 倍に増加し最終目標を達成した（図８）。しかし種子収量

が低下する点に課題が残り、高蓄積栽培条件で単位面積当たりのペプチド生産量を増

やすには多段栽培方式を用いる必要がある。今後の課題は栽培施設の省エネルギー技術

開発と生産コスト低減である。また非組換えダイズと同条件下であっても組換えダイ

ズに成育障害が生じる場合がみられた。その原因については今後の調査が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 項目 

1 段栽培方式 多段栽培方式（棚 5 段） 

非組換え 

Jack 
M1 M3 

非組換え 

Jack 
M1 M3 

1 
単位面積 

あたり 

種子生産量  

（kg/m2･年） 
1.30 1.41 1.34 1.94 1.43 0.94 

2 
ラージスケー

ルモデル 

(1,000m2) 
あたり 

種子生産量 

 （kg/年） 
1,300 1,412 1,342 1,904 1,432 944 

3 
ペプチド生産量 

（g/年） 
－ 159 387 － － － 

4 
ワクチン生産量※1 

（人分/年） 
－ 7,944 19,332 － － － 

5 
照明電力量 

あたり 

種子生産量 
（g/kWh） 

0.20 0.21 0.20 0.24 0.18 0.12 

6 
ペプチド生産量 
（mg/kWh） 

－ 0.024 0.058 － － － 

7 照明条件 
メタルハライドランプ 

360W×3,600 灯=1,296kW/室 

蛍光灯 
515W/多段ユニット×3,000 台 

=1,545kW/室 

8 空調対象となる照明負荷 216kW 269kW 

表２．ラージスケールモデル（栽培面積 1,000m2）における生産性 

図７．閉鎖型栽培室でのダイズの様子 

※1 1 人当たりのペプチド量 20mg（500μg×40 日）で試算した。 
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組換え M3：62.4mg/100g 種子  

（中間時の 2.2 倍、目標達成） 

H18 H19 H20 H21 H22 年度 

(1) 

人工環境下の 

ダイズ育成技術  

(2) 
有用物質 

高蓄積技術 

(3) 

生産システム 

非組換えダイズ育成条件の検討  

目的有用物質生産技術の実証  

生産コスト検討  

成長モニタリング技術の開発  

（多収量栽培技術  省エネ空調技術） 高蓄積技術  

非組換え種子収量  

1.30kg/m2･年（目標達成） 
組換え M1：1.41kg/m2･年※1※2  

組換え M3：1.34 kg/m2･年（目標達成） 

1 段栽培方式用  

省エネ空調システム 

ダイズ用多段栽培装置  

多段用空調システム 

組換え M3： 

28.6mg/100g 種子  

1 段栽培方式閉鎖型栽培施設建設  

温熱環境評価  

※1 組換え M1 および M3 は、組換えダイズ系統 A1aB1b M1 と系統 A1aB1b M3 を示す。 

※2 組換え M1 種子収量 1.41kg/m2･年  → 屋外栽培 Jack 収量の 3.1 倍、国内ダイズ平均収量（H21 年度）の 8.9 倍に相当。 

1 段栽培方式  多段栽培方式  

1 段栽培方式  

非組換え：0.38kg/m2･年･段  

組換え M1：0.29kg/m2･年･段  

組換え M3：0.19kg/m2･年･段  

 

多段栽培方式  

組換えダイズ育成実験  

生産性評価  

種子中のペプチド含量  

組換え M1：18.0mg/100g 種子  

 

蛍光スペクトル窒素量測定法  

図９．５ヶ年間の実施状況と成果 

非組換え種子収量  

0.75kg/m2･年（目標達成） 
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図８．種子中 N 含有率と種子比率およびペプチド含量の関係 
（組換え M3、●は中間時の値） 
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３－３－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

３－３－４－１ 事業化の見通し 

アルツハイマー病患者数は全世界で約 2,000 万人に達し、先進国の人口の高齢化にと

もない 2025 年までに約 3,400 万人に増加する見通しである（世界保健機関統計）。この

ような背景からアルツハイマー病用医薬品の世界規模での市場は約 6,000 億円と推定さ

れており、そのうちアルツハイマー病ワクチンは約 1,000 億円を占めると考えられてい

る。したがって、本事業で開発した遺伝子組換えダイズ種子による経口投与可能なアル

ツハイマー病ペプチドワクチンは国内のみならず世界的な需要も大きく、事業化可能と

考える。事業化計画は①医薬品としての開発ステージと②製造販売を行う実用化ステー

ジに分けられる。 

 ①開発ステージ：本事業において開発した組換えダイズ種子経口ワクチンを医薬品と

して事業化するために臨床開発経験を持つ企業を選定し、共同開発を実施する。臨床試

験は動物に対する毒性試験の前臨床試験、その後臨床試験フェーズⅠ、Ⅱ、Ⅲと順次試

験を進めていく予定で、臨床試験に必要な組換えダイズ種子（約 5kg）は GMP 対応型閉

鎖型栽培施設を用いて生産する。最終的な医薬品としての登録は平成 35 年度以降を予定

している。閉鎖型栽培施設における生産技術については、コスト低減化の技術開発を進

める。 

②実用化ステージ：需要規模として国内患者 200 万人を対象とした場合に必要な組換

えダイズ種子量は 40t（ﾜｸﾁﾝ 20mg/人＝種子 20g×200 万人）と算出され、それらを生産、

加工のための大型植物工場（GMP 対応型閉鎖型栽培施設）の栽培面積は約 40,000 ㎡（40t

÷収量 1.0kg/m2･年）の施設となる。本施設は、臨床試験の進捗にあわせ、新たに企画

設計し建設を行う。最終的な商品形態は、組換えダイズ種子を粉砕後、脱脂および加熱

処理したものをワクチン原薬として医薬関連会社へ供給、販売することを想定している。 

 

３－３－４－２ 波及効果 

要素技術（１）（２）（３）で開発した遺伝子組換えダイズによる有用物質生産技術は

ワクチン以外の生産にも応用可能で汎用性基盤技術として幅広く活用できる。また、ア

ルツハイマー病ワクチンは世界的にも需要が大きく、本事業で開発した組換えダイズに

よるワクチン生産技術は世界的にも例がないため、国内のみならず海外への波及効果も

大きく、本技術は海外企業への技術ライセンスも想定される。 

要素技術（４）で開発した閉鎖型栽培施設と組換えダイズ栽培技術は、バイオ医薬品

の他、健康食品素材、ファインケミカル素材等の有用物質大量生産への応用展開も見込

まれる。 
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表３．特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１） 1 0 1 0 0 0 0 

（２） 0 0 2 0 0 0 0 

（３） 0 0 0 0 0 0 0 

（４） 0 0 4 0 0 0 0 

計 1 0 7 0 0 0 0 

（詳細は、添付資料に記載） 
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３－４「レタスによるワクチン成分生産技術開発」 

３－４－１ 目的 

ブタ浮腫病は子豚に高発する疾病で、志賀毒素 Stx2e を産生する腸管出血性大腸菌が

引き起こす。使用可能な抗生物質が限られ、ワクチンが存在しないため、有効な予防法

はない。浮腫病は腸管粘膜を介して発症する為、粘膜免疫ができればきわめて有効とな

る。Makino et al.(2001)は無毒化 Stx2e 生産大腸菌を作製しこれを経口投与し予防に成

功していることから、Stx2e を生産する経口投与型植物ワクチンの開発を目指す。 

植物ワクチンは食経験のある宿主を選択することで高純度な精製が不要となり、食の

安全性も確保できるなど大きなメリットがある。レタスはこの条件を満足し、また尐な

い光量でも十分に栄養成長し穀類等と比べ短期間で収穫できる現行植物工場で商業栽培

可能な数尐ない植物であり、宿主に適している。ワクチンには毒性本体の Stx2eA サブユ

ニットを除外し、強い免疫原性が期待できる Stx2eB サブユニットを選んだ。ワクチン生

産レタスの開発は出光興産株式会社（共同研究先：帯広畜産大学、国立国際医療研究セ

ンター研究所、奈良先端科学技術大学院大学、奈良県農業総合センター）が、レタスで

のワクチン生産最適化に重点を置いた植物工場の開発および栽培法の検討は日本植生株

式会社（共同研究先：大阪府立大学大学院）が担当する。 

３－４－２ 全体目標および成果・達成度 

表 1．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 中間評価時の設定量 1.2mg/ gDW（B サブ蓄積量；以下同様）

を生産可能なレタスの作出。 

 設定理由・根拠等  

 成果 2009 年度作出の改良型 2 で最大 7mg/ gDW の蓄積を確認。 

 達成度 達成 

最終目標・指標 レタスにおける Stx2e 生産最適化が完了しており、1.2mg/ gDW

を達成する。 

 設定理由・根拠等 第１ブロックと共通。 

 成果 生産量向上に有利な B サブ抗原でもワクチン効果があること

を証明、レタスで生産させるワクチン抗原を特定した。 

 達成度 達成 

最終目標・指標 ブタ試験での効果確認およびレタスの毒性・安全性が評価で

きている。 

 設定理由・根拠等 ワクチン生産レタス投与例はなく、生体安全性確認例もない。 

 成果 実用化候補の高生産型レタスで予防傾向を確認。マウス簡易

急性毒性でも問題ないことを確認済み。 

達成度 達成 

最終目標・指標 中間評価時の設定量 1.2mg/ gDW（B サブ蓄積量；以下同様）

を生産可能なレタスの作出。 

 設定理由・根拠等 第１ブロックと共通 
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 成果 転写、翻訳、翻訳後の各段階における検討を行い、それぞれ

の段階で高蓄積に寄与する発現用因子を見出し、2009 年度作

出の改良型 2 で 7mg/ gDW を確認。 

 達成度 達成 

最終目標・指標 承認申請に向けた免疫指標が特定されており、また免疫評価

系が確立されている。 

 設定理由・根拠等 実用化に際し、臨床結果の裏づけとなる免疫指標の特定が必

要。 

 成果 ワクチン生産レタス経口投与で特異抗体価上昇を確認した。 

 達成度 達成 

最終目標・指標 ワクチン生産レタスの生産に特化した完全制御型栽培システ

ムが完成している。 

 設定理由・根拠等 

 

レタスの品種選定が完了しており、これを宿主とする組換え

レタスの生産に特化した栽培システムの完成を指標とした。 

成果 局所環境制御装置を植物工場に組み込むことで、ワクチン生

産レタスに特化した栽培システムを完成させた。 

達成度 達成 

最終目標・指標 ワクチン生産レタスにおけるワクチンタンパク質生産量を

50%向上させる栽培技術の確立 

 設定理由・根拠等 

 

ワクチン生産レタス中のワクチン収量を 50%向上させ、現行

のブタ用ワクチンコストと同等となることを目標とする。 

 成果 従来の栽培法と比較して、年間ワクチン生産量を約 6.7 倍増

加させる栽培法を確立した。 

 達成度 達成 

 

３－４－３ 成果、達成度 

３－４－３－１ 個別要素技術成果 

（１）宿主植物レタスの高効率形質転換技術の開発（奈良農総センター、出光興産） 

ワクチンの高生産化を目指し、特定 12 残基アミノ酸からなるリンカー配列（PG12；

RSPGSGPGSPRS）で二連結した Stx2eB をワクチン抗原とし、小胞体への局在化、翻訳エ

ンハンサーの利用、さらには開始コドン近傍配列、使用コドン、ターミネーターの最

適化やベクターの変更等、種々の高発現化要素技術を盛り込んだベクターを構築し（図

1）、これを導入した再分化個体を作出した。 

 

 

 

 

 

図 1 高発現型ワクチン生産レタス作成用ベクターの構築図 
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幼植物体でワクチン（タンデム Stx2eB）を定量したところ、20mg/ gDW を超える個

体を確認した（図 2）。水耕栽培で新鮮重 100g 超まで生育の後、再定量したところ、

7mg/ gDW の蓄積を示す個体を確認し（データ非掲載）、目標値である 1.2mg/ gDW を達

成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 高発現型レタスの幼植物期におけるワクチンの蓄積量 

定量はドットブロット法で行った。 

（２）高効率生産のための stx2e 遺伝子改変（国立国際医療研究センター、出光興産） 

 

 

（３）Stx2e 有効生産量の設定及び性能評価（帯広畜産大、出光興産） 

 水に懸濁した凍結乾燥ワクチン生産レタス粉末をブタに経口投与し性能を評価し

た。レタス投与量に依存して予防効果（臨床症状の低減）が高まり、組換え大腸菌

由来 Stx2eB の投与試験（中間評価時点で実施）で算出した有効量（4mg/ head×3 回）

よりも尐量（2.3mg/ head×3 回）で同等の効果を確認し（図 5）、最終目標も達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 ワクチン生産レタスのブタ投与効果確認（左：試験概略、右：臨床スコア） 
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表 1 に示す試験設計で BALB/c マウス（6 週齢、オス）を用い、生育に影響しない

最大量（200µl/日）の水懸濁凍結乾燥ワクチン生産レタスを 28 日間連続経口投与し、

慢性毒性の有無を評価した。体重、通常飼料摂取量、飲水量、嗜好性、行動所見、臨

床症状等、血液生化学性状、主要臓器外部所見、組織病理学的検査を行った。 

  表 1 ワクチン生産レタスの安全性評価（試験群） 

 試験群 投与サンプル 頭数 

１ 非投与対照群 滅菌水のみ 5 

２ 対照レタス群 対照用レタス乾燥粉末 5 

３ ワクチン生産レタス系統① レタス粉末（3.5 mg/g DW 当量） 5 

４ ワクチン生産レタス系統② レタス粉末（3.5 mg/g DW 当量） 5 

 レタス投与期間中および投与後において、行動や摂食、飲水行動に異常は認められず、

体重増加率にも群間の差異はなかった。また血液生化学性状や剖検時および病理所見で

も大きな差異や異常は認められず、慢性毒性はないと判断した（表 2）。 

 表 2 病理組織学的検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）Stx2e 生産を効率化するレタス小胞輸送工学の確立（奈良先端大、出光興産） 

転写段階でのシロイヌナズナ由来 HSP18.2 ターミネーターの利用、翻訳段階でのタ

バコ由来 ADH 遺伝子 5’非翻訳領域の利用、開始コドン近傍配列の最適化、使用コドン

の最適化、翻訳後段階でのワクチン抗原の小胞体局在化や特定アミノ酸配列（PG12）

によるワクチン抗原の連結など、高蓄積に寄与する種々の発現用因子を見出し、最終

目標値（1.2mg/ gDW）を上回る高蓄積化を達成した（（１）で記述）。 

また翻訳後の小胞輸送経路を介した糖鎖修飾制御に関して、哺乳類や酵母のみ報告

のあった Asn-X-Cys 配列の Asn残基への N-結合型糖鎖修飾が植物でも起こることを発

見し（世界初）、Asn の Ser 置換で修飾抑制可能なことを見出した（図 6）。 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
肝臓
　　小葉中心性肝細胞の空砲化 - - - - - - - - - - - - - - - +- - - +- -
　　肝細胞の小壊死巣 - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - -
腎臓
　　集合管の拡張 - - - - - + - - - - - - - - - - - - - -
　　粘膜下の炎症性細胞浸潤 - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - -
脾臓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
十二指腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
空腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盲腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
結腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
直腸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4群

-：変化なし、 +-：ごく軽度の変化、 +：軽度の変化、 ++：中程度の変化、 +++：高度の変化、 空欄：欠損臓器

1群 2群 3群
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   図 6 N-結合型糖鎖修飾の抑制.（A）コンストラクト（B）一過性発現解析（C）

安定形質転換体の解析 

（５）実用化に向けた免疫評価系の確立（産総研北海道センター、出光興産） 

   

 

（６）高効率ワクチン生産施設の開発（大阪府立大学大学院、日本植生株式会社） 

ワクチン生産レタスにおけるワクチンタンパク質生産の高効率化を目指し、光・気

流・気温等の局所環境制御装置の開発、評価を行った。LED を用いた光質制御はワク

チンタンパク質の生産に及ぼす影響が小さかったため、我々の生産システムに用いる

光源を設備コストの安価な白色蛍光灯とした。また、植物個体上部（上チューブ）お

よび下部（下チューブ）から送風を行う気流制御システムを用いることにより植物群

落内の蒸発散による蒸れを改善し、生理障害であるチップバーンを抑制することで細

胞の壊死を起点としたカビの発生を抑制できる可能性が示唆された（表 3）。これは医

薬品原材料としての品質を維持するために重要である。さらに下部からの送風でワク

チンタンパク質が増加する傾向がみられた（図 8）。 

表 3 チップバーン発生率（定植後 21 日目） 

 無風区 上チューブ 下チューブ 

チップバーン発生率(%) 50 0 0 
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図 8 気流制御が葉乾物重(A)、ワクチンタンパク質収量(B)に及ぼす影響 

 

一方、検討した栽培室気温（葉面温度、表 4）ではワクチン生産レタスの葉乾物重

およびワクチンタンパク質収量に及ぼす影響が小さいことから、通常のレタス栽培よ

りも栽培室の設定気温を高く設定してもレタスの生育に大きな影響を及ぼさないこと

が示された（図 9）。これは厳密な気温制御を必要としない可能性が示唆しており、年

間消費電力量を削減できる可能性を示している。 

 

表 4 各試験区における栽培室気温と葉面温度の関係 

栽培室気温（℃） 25 30 34 

葉面温度（℃） 23 26 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 気温制御が葉乾物重(A)、ワクチンタンパク質収量(B)に及ぼす影響 

 

（７）ワクチンタンパク質高生産栽培条件の検討（日本植生株式会社） 

委託事業期間中に出光興産グループが作出した 4 タイプのワクチン生産レタス（プ

ロトタイプ、改良型 1～3）の培養苗が供給された。これより自殖後代を獲得し、優良

系統選抜を行った結果、安定生産系統を獲得することができたので、この安定生産系

統を用いてワクチンタンパク質高生産栽培条件の検討を行った。 
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植物工場におけるワクチンタンパク質生産量を最大にするためには、「植物工場当た

りの年間ワクチン生産量」を最大にすることが重要である。そこで、本事業で研究開

発に使用したコンテナ型植物工場（栽培総面積 16.5 m2）を生産モデルのベースとし、

異なる照射光量（表 5）におけるワクチンタンパク質生産モデルの構築を行った。栽

培条件は明期 14 時間、気温 23 / 18 ℃、培養液電気伝導度（EC）はレタス中のタン

パク質濃度を増加させる効果のみられた 0.2 S /cm とした。その結果、消費電力量が

最も高い検討条件③（光強度 500 μmol m-2 s-1）の 50 日間サイクルで生産した際に年

間ワクチンタンパク質生産量が最も高い値となり、一般栽培条件の約 6.7 倍の生産量

に相当した。この条件は年間生産株数を尐なく抑えることができるため、播種や育苗

管理など作業工程を減らすことが可能となる。一方、種子収量が十分である場合、検

討条件③の 20 日間サイクルで生産することは栽培時に発生するカビのリスクを低減

させることが可能であるため品質管理の面で有効である。また、単位消費電力あたり

のワクチン生産量は年間消費電力量の最も高い検討条件③の 50 日間サイクルが最も

高い値を示し、次に検討条件③の 20 日間サイクルが高い値となった。閉鎖型植物工場

では電力コストを抑えることが課題となるため、この結果は生産コストを低減させる

可能性を示唆している。 

 

表 5 栽培時の照射光量とコンテナ型植物工場における消費電力量 

 

表 6 各栽培サイクルにおける年間ワクチン生産量（mg year-1） 

栽培サイクル 20 日間 30 日間 40 日間 50 日間 

一般*1 - 1,997 - - 

条件① 2,076 2,216 3,062 3,042 

条件② 3,079 2,362 2,962 3,879 

条件③ 12,722 4,929 11,477 13,408 

*1：培養液の EC を 0.12 S/m、光量を 200 μmol m-2 s-1 PPFD（白色蛍光灯）、定植後

30 日間の栽培サイクルを一般栽培条件とした。 

 

３－４－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

３－４－４－１ 事業化の見通し 

３－４－２および３－４－３で記述の通り、目標の達成を受け平成 23 年度から社外関

係先と新たなコンソーシアムを形成し事業化に向けた取り組みを開始した。事業化まで

の計画概要は以下の通りである。 

１）平成 23 年度：実生産型ワクチン生産レタスの固定 

 蛍光灯 

（本） 

光量 

(mol m-2 s-1） 

1 日あたりの消費電力量（MJ） 年間消費電力量 

 (MJ year-1)  照明 空調、室内設備 

検討条件① 48 200 77.4 58.2 49,494 

検討条件② 64 300 103.2 64.6 61,247 

検討条件③ 128 500 206.4 90.4 108,332 
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２）平成 23-27 年度： 

①動物用生物学的製剤承認申請データの取得 

②GMP 対応のワクチン生産レタス供給および医薬品製造工程体制の整備・構築 

③動物用医薬品製造承認申請 

３－４－４－２ 波及効果 

ブタの生産頭数は国内で約 1 千万頭、海外主要生産国では総数約 7 億頭に上る。３－

４－１で述べたとおり、浮腫病ワクチンは世界的にも存在しないことから、海外への波

及効果も大きい。浮腫病ワクチンにとどまらず、本事業で開発・確認したレタスでのワ

クチン抗原高生産化技術と経口投与ルートでの免疫賦活をプラットフォームにした植物

ワクチンの連続的な開発・商業化が期待できる。 

  

表 7 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１） 3 - - - - - - 

（２） 3 - - - - - - 

（３） 2 - - - - - - 

（４） 4 - 25 - - - - 

（５） 0 - - - - - - 

（６） 5  - - - - - 

（７） 0  - - - - - 

計 17*1 - 25*2 - - - - 

*1：共著論文は発表内容の主となる要素技術にカウントした。 

*2：特許は発明の主となる要素技術にカウントした。 

（詳細は、添付資料に記載） 
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３－５「医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」 

３－５－１ 目的 

 ヒトチオレドキシン 1 (hTRX1)はレドックス制御を行う、酸化ストレス防御タンパク

質である。酸化ストレスは様々な疾患に関与していることから、hTRX1 は糖尿病、肺・

胃・腸・皮膚の炎症、インフルエンザ感染症をはじめとする様々な疾患に対して防御効

果を示す。このため、hTRX1 はこれら疾患に対する静脈内投与及び経口投与型医薬用タ

ンパク質として期待されている。組換え hTRX1 生産は、これまで大腸菌で開発されてき

たが、エンドトキシン混入リスクや生産コストが重要な課題とされてきた。これらの背

景から、hTRX1 生産を植物で行うことができれば、生産コスト、安全性に非常にメリッ

トがあると期待される。さらに、特に植物の可食部で生産することができれば、そのま

ま経口投与することが可能となる。一方で、葉緑体形質転換は、核形質転換と比較して

目的タンパク質を高発現させる技術として注目されている。そこで、医・農・工の技術

を結集し、核形質転換よりも高発現可能な葉緑体形質転換を用いて、医薬用タンパク質

hTRX1 を高生産するレタス生産技術開発を目的とする。本プロジェクでは、レタス葉緑

体形質転換による hTRX1 産生技術開発には葉緑体形質転換経験を持つ奈良先端科学技術

大学院大学と同大学発ベンチャー企業である株式会社植物ハイテック研究所、遺伝子導

入によるレタス生育促進と外来タンパク質高生産技術開発には光合成促進技術を持つ近

畿大学農学部、hTRX1 産生レタス用の閉鎖型植物工場開発にはこの分野を専門とする大

阪府立大学と三洋電機株式会社、レタス産生 hTRX1の機能評価と医薬応用研究には hTRX1

生体内機能解析と応用研究を行ってきた京都大学ウイルス研究所、レタス産生 hTRX1 の

事業化推進には既に大腸菌産生 hTRX1 で事業化経験のある京都大学発ベンチャー企業で

あるレドックスバイオサイエンス株式会社が従事する。 

 

３－５－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 外来タンパク質高生産のための、収量を 50%増大させた生育

促進可能レタスの作出 

 設定理由・根拠等 タバコにおいて FBP/SBPase 導入による収量増大が 50%である

ことから、同程度の収量増大を目標とした。 

 成果 ラン藻 FBP/SBPase 遺伝子の葉緑体ゲノム導入によりレタス

収量約 60%増加に成功した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 遺伝子診断アルゴリズムによるレタス生育促進と hTRX1 高生

産のための生育環境システム構築とこれを用いたレタス生育

環境最適化による収量 20％増加。これらのための省エネ・レ

タス用閉鎖型プロトタイプ植物工場の試作 

 設定理由・根拠等 遺伝子診断アルゴリズムにより設定した生育促進光環境をプ

ロトタイプ植物工場に応用するために必要なため。 
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 成果 遺伝子診断、特に概日リズム最適化によるレタス生育の 20%

促進に成功した。また、省エネ・生育促進分子育種レタス用

閉鎖型のプロトタイプ植物工場を試作した。 

 達成度 80% 

最終目標・指標 生産性増大と生育促進のための遺伝子操作を施して生育促進

させたレタスにおける生重量 1 g 当たり 2 mg のヒトチオレド

キシン 1 の発現と事業化スケールを考慮したヒトチオレドキ

シン１の精製法の確立 

 設定理由・根拠等 タバコ葉緑体において GFP を生重量 1g 当たり 2 mg 産生でき

ることから、hTRX1 産生目標値を設定した。 

 成果 レタスの葉生重量 1 gあたり 2.6 mg の hTRX1 生産に成功した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 レタス産生 hTRX1 の医薬用原薬、化粧化剤、機能性食品とし

ての商品化のための開発 

 設定理由・根拠等 プロジェクト終了後の事業化を見据えた、レタス産生 hTRX1

の商品化開発研究を行うことは必須である。 

 成果 レタス産生精製 hTRX1 の抗酸化ストレス効果・安全性を確認

した。マウス実験において、hTRX1 産生レタス葉経口摂取の

糖尿病慢性的高血糖状態抑制効果とその安全性を確認した。 

 達成度 100% 

 

３－５－３ 成果 

 （１）複合遺伝子導入による各種生育促進レタス葉緑体による外来遺伝子高発現系の

開発（近畿大学農学部） 

 これまで他種植物で認められて

きた FBP/SBPase（光合成カルビン

サイクルで機能する酵素であるフ

ルクトース -1,6-/セドヘプツロー

ス-1,7-ビスホスファターゼ )遺伝

子導入による光合成機能増強およ

び生育促進効果をレタスに応用す

ることを目指し、葉緑体ゲノムにラ

ン藻由来 FBP/SBPase 遺伝子を導入

した形質転換レタスの作出と解析

を行った。葉緑体で高発現可能な

psbA プ ロ モ ー タ ー に ラ ン 藻

FBP/SBPase 遺伝子（fbp/sbp）を連結した葉緑体遺伝子導入ベクターを構築し、パーテ

ィクルガンによりグリーンウェーブレタスに導入した。導入候補の PCR 解析により葉

緑体ゲノム中の rbcL-accD 遺伝子間への fbp/sbp 導入を確認した。得られた T2 世代の形
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図１ FBP/SBPase 導入レタスの生育 
(a) 生育 6 週間における地上部生重量。ベクター導入株 12
個体、LpFS 株 14 個体を用いて測定した。(b) 生育 6 週間

の植物体の全体写真。(c) 生育 6 週間の植物体の葉の形状 
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質転換レタス（LpFS 株）葉の総可溶性タンパク質(TSP)において、ウェスタンブロット

により FBP/SBPase タンパク質発現が確認され、総 FBPase 活性は、ベクターのみの導入

株 (control 株)の約 14 倍に上昇していた。 

次に水耕栽培 [明期 12 時間（300 µmol photons/m2/s, 22℃）/暗期 12 時間（18℃）] に

おける control と LpFS 株の生育比較を行った。その結果、6 週間目の LpFS 株の新鮮重

量は control 株の 1.6 倍に増加していた（図 3a）。LpFS 株の地上部は control 株と比較

して明らかに大きくなっており（図 3b）、葉数および葉の大きさも有意に増大していた

（図 3c）。この時の LpFS株の光合成活性は control株の約 1.3倍に増加していた（図 4a）。

以上のように、レタス葉緑体ゲノムへの FBP/SBPase 遺伝子導入により、約 60%の収量増

大に成功した。 

 

（２）省エネ・生育促進分子育種レタス用閉鎖型植物生産工場システムの開発（大阪府

立大学、三洋電機株式会社、奈良先端科学技術大学院大学） 

レタス最適栽培条件を実現するための省エネ・生育促進レタス用閉鎖型プロトタイ

プ植物工場の作製を行った。水耕栽培は NFT 方式（薄層フィルム上に培養液を流す方

式）を採用し、LED 光源はフレキシブルに脱着交換でき、栽培光環境実験を可能とした。 

試作したプロトタイプ植物工場を用いて、分子診断によるレタス生育促進と外来タン

パク質高生産のための栽培光環境最適化を行った。シロイヌナズナの研究から、明暗サ

イクルと概日リズムをマッチさせることで、生育促進できることが報告されている。レ

タス概日リズムデータを得るため、概日遺伝子 CCA1 プロモーター下流に LUC 遺伝子を連

結した発現カセットを核ゲノムに導入したレタスを用いて、概日周期を調べた。取得デ

ータから構築した生育環境アルゴリズムを用い設定した条件の評価を行った。照明条件

として明期 9 h/暗期 9 h、アルゴリズムから最適と診断された 11 h/11 h、12 h/12 h、

14 h/14 h、連続明期で、1/2 濃度大塚ハウス A 処方養液にて、気温 22℃、相対湿度 70

～80％の条件下で水耕栽培を行なった。光源には 660 nm の赤色 LED を用い、明期におけ

る光強度を 100 μmol m-2 s-1 とした。その結果、コスレタスにおいては、明暗サイク

ル条件の間で比較すると、明期 11 h 暗期

11 h において成長率が最大となることが分

かった。また、コスレタスとグリーンウェ

ーブレタス共に、明暗サイクル条件におい

て連続明条件を上回る費用対効果が確認さ

れた。このように、分子診断に基づく概日

リズム制御によってコスレタスの生育が

20％程度増大することがわかった。 

次に最適光質条件の検討を目的に、

LED と白色蛍光灯によるレタス生育と外

来性タンパク質蓄積量の違いを比較した。

LED と白色蛍光灯を用いた形質転換コス

レタスの hTRX1 産生量を比較した。栽培条件は気温 20℃、相対湿度 60％、CO2 濃度 1,000 

mol mol-1、白色蛍光灯区 PPFD 200 mol m-2s-1 (連続明条件)、LED 区 200 mol m-2s-1 (連
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60 

 

続明条件、赤：青＝８：２)とした。可溶性タンパク質濃度は、LED 区と白色蛍光灯区で

優位な違いはなかったが、hTRX1 濃度は、LED 区が白色蛍光灯区より約 1.7 倍に増加する

ことが明らかになり、hTRX1 生産における LED 利用の優位性が示唆された。 

 

（３）レタス葉緑体によるヒトチオレドキシン１生産法の開発（奈良先端科学技術大学

院大学、近畿大学農学部、株式会社植物ハイテック研究所）  

レタス葉緑体形質転換法を用いて、光誘導型プロモーターであるタバコ葉緑体由来の

psbA プロモーターと rps16 ターミネーターを利用した hTRX1

発現カセットをコスレタスとグリーンウェーブレタス葉緑体

の rbcL と accD 間に導入した。その結果、両レタス品種にお

いて、hTRX1 の導入と発現が確認され、これらの外来遺伝子

は次世代に安定に維持された。得られた形質転換レタスにお

ける hTRX1 産生量を ELISA により定量した結果、最も高い産

生量を示したコスとグリーンウェーブレタスラインの成熟葉

において、hTRX1 は葉 TSP（総可溶性タンパク質）のそれぞれ

5.2%、4.9%を占め、これは葉生重量 1 g あたり 1.76 、1.66 mg

に相当した。次に、hTRX1 産生コスレタスの葉 TSP を調整し、

hTRX1 のインスリン還元活性を分光法により解析した。その

結果、野生株では活性が検出されなかったが、hTRX1 産生レ

タスでは活性が検出された。この結果から、レタス葉緑体に

おいて、機能的な hTRX1 を産生できていることが明らかにな

った。レタス産生 hTRX1 の医薬用タンパク質としての応用利

用を考え、レタス葉からの hTRX1 精製法の確立を目指した。

事業化を考慮し、hTRX1 の低 pH における安定性を利用した酸

性処理後、陽イオン交換、ゲルろ過クロマトグラフィーを行

い、ほぼ完全に hTRX1 を精製することができた。hTRX1 の回

収率は約 15%と高く、精製効率の高い方法を確立できた。 

次に、hTRX1 産生量の増加を目指し、葉緑体内における目的タンパク質の翻訳効率を

高める技術の開発を行った。成果として、葉緑体形質転換モデルのタバコにおいて、

目的遺伝子の翻訳制御に用いているリボソーム結合配列 (RBS:GGAGA)に 1 塩基変異を導

入することにより、外来性タンパク質であるラン藻 FBP/SBPase の生産量を 2 倍に増加で

きることを発見した。レタス葉緑体形質転換ベクターの RBS もタバコと同じであったこ

とから、同様の RBS 改変によるレタスでの hTRX1 生産量増加が期待された。そこで、こ

の SD 改変技術を hTRX1 産生に応用するため、改変型 RBS とともに hTrx1 遺伝子を葉緑体

形質転換によりグリーンウェーブレタス葉緑体ゲノムへ導入した。ELISA による hTRX1

生産量解析の結果、RBS 改変により、hTRX1 生産量が改変前の約 1.5 倍に増加した。この

時の葉 TSP に対する hTRX1 含有量は 8.2%であり、これは葉生重量 1 g あたり 2.64 mg の

hTRX1 生産量に相当する。以上のように、最終目標値であった葉生重量 1 g あたり 2 mg

の hTRX1 生産量の達成に成功した。 

図３  コスレタス葉緑体に

おける hTRX1 生産量の解析 
葉 TSP の SDS-PAGE の CBB 染
色像（上）。各レーンには、

１が分子量マーカー、２は野
生型、３～６は hTRX1 産生レ
タスの TSP を泳動した。矢印

は hTRX1 のバンドを示す。
hTRX1 ELISA kit を用いた定
量から、hTRX1 の TSP 中の含

量(%)と葉生重量 1 g あたり
の含量を算出した（下）。 
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（４）開発されるヒトチオレドキシ

ン１の評価および医薬品原料として

の開発（京都大学ウイルス研究所、

レドックス・バイオサイエンス株式

会社、奈良先端科学技術大学院大学） 
 
 レタス産生の精製 hTRX1 のインスリン還元活性は大腸菌産生のものと同等であったこ

とから、レタス産生 hTRX1 は医薬品原料として応用可能であることが確認された。また

hTRX1 産生レタス抽出液にエンドトキシンが含まれないことをリムルステストにて確認

し、レタス抽出液も医薬品原料として利用できることを明らかにした。さらに、既に実

績がある大腸菌産生 hTRX1 による酸化ストレス細胞障害抑制効果をレタス産生 hTRX1 を

用いて解析した。過酸化水素による細胞障害に対する抑制効果を LDH アッセイにて評価

した結果、レタス産生 hTRX1 添加は、大腸菌産生 hTRX1 と同等の効果が確認された。レ

タスの可食性を最大限活用するべく、hTRX1 産生レタスの葉の解析を行った。その結果、

乾燥葉試料でも大腸菌精製 hTRX1 と同等の還元活性が確認され、更には、レタス葉など

で観察される酸化による褐変化が、hTRX1 レタスでは顕著に遅延し、hTRX1 高発現による

高い還元活性能がレタス葉中で保持されていることも証明された。また、数回にわたる

hTRX1 レタス粉末葉懸濁液の野生型マウスへの経口投与を行い、体重変化・個体外見上

の異常が無く、安全性を確認した。hTRX1 産生レタス葉含有食餌試料を作製し、酸化ス

トレス病態の糖尿病モデルマウスに長期的な投与を行い、酸化ストレス疾患への hTRX1

の有効性・安全性を検討した。試料は、野生株、hTRX1 産生、GFP 産生レタスを用い、10％

レタス葉含有食餌として用事調整し、自由摂取・コン

ベンショナル飼育環境下に 70-80 日間投与した。その

結果、体重・食餌/飲水量・随時血糖値には各群間で特

に差異は認められなかったが、hTRX1 レタス餌を与え

た 6 個体中 5 個体において、HbA1c 値が平均 1.0％低下

した。文献的にマウスにおける HbA1c 値１％低下は、

長期的な高血糖状態の改善傾向と考えられた。また、

hTRX1 産生レタス食餌投与マウスの肝臓電子顕微鏡

観察において、リソソーム肥大化が観察され、高血糖状

態や肝機能正常化のための生体防御反応が起こっている

ことが示唆された。安全性面では、Trx1 レタス投与マウ

ス全個体が生存していたことから、hTRX1 産生レタス葉

の安全性が確認された。 

図 4-(4)-1 精製レタス産生 hTRX1

の細胞障害抑制効果 
Control には hTRX1 の代わりにバッ
ファー、OVA はオブアルブミンを添

加した。Cytotoxicity は全 LDH 量
中、細胞障害により細胞外に放出さ
れた LDH 量を%で示した。 

図 4 RBS改変による hTRX1生産量の増加効果 
(a)改変型 RBS-hTRX1葉緑体形質転換ベクター
のマップ。(b) PCR による改変型 RBS-hTRX1

発現カセット導入の確認。 (c)original RBS 
(oRBS)と modified RBS (mRBS)による hTRX1
産生量の SDS-PAGE による解析。 
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表２ レタス産生 hTrx1 含有食餌負荷による高血糖状態に対する影響 

  体重（g） 食餌・飲水量 随時血糖値 HbA1c（JDS 値） 

野生株レタス 23.4 5g・20ml Hi 0.25％低下 

hTRX1 レタス 23.5 5g・20ml Hi 1.0％低下 

GFP レタス 22.7 5g・20ml Hi 0.25％低下 

野生株・hTRX1・GFP 産生レタスの各群において、マウスは 6 個体ずつ測定した。測定値は、レタス食餌投与

終了時点の測定平均値を示す。食餌・飲水量は、レタス食餌負荷期間中の 1 匹 1 日当たりの量。随時血糖値
Hi は、測定機器検出範囲以上である>600mg/dl の高血糖値を示す。HbA1c 値（JDS 値）は、レタス投与開始時
点での測定値とレタス投与終了時点での測定値の差の平均値を示す。 

 

３－５－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

 

３－５－４－１ 事業化の見通し 

hTRX1 の医療タンパク質としての応用と事業化が、大腸菌組換えタンパク質を用いて

進められてきた。この経験を持ってすれば、追随する形でレタス産生 hTRX1 の事業化が

可能である。また、認可の問題はあるが、hTRX1 産生レタスを医療用野菜とする事業化

展開は糖尿病をはじめとする食餌療法への汎用性が高く、非常に大きな市場展開に繋が

るため、有力な事業化候補である。さらに、hTRX1 産生レタスの抽出物や粗精製物を利

用した健康ドリンク・サプリメント、化粧化剤は医薬応用よりも早い段階で事業化可能

であろう。これらの事業化は引き続き、京都市、京都大学、京都高度技術研究所連携プ

ロジェクトである高機能性化学研究開発拠点（先端技術実証・評価設備費等補助金（経

済産業省））内で、チオレドキシン・ハイブリッド事業化プロジェクトとして行う予定で

ある。分子診断による栽培環境最適化は、本研究に特徴的な技術であり、これが様々な

作物に応用可能であることを実証できれば、分子診断搭載型植物工場としての市場展開

が期待される。さらに、GM 作物受け入れが容易で、日照時間が短く栽培に悪環境な北米

を市場ターゲットとすれば、大規模な植物工場の販売が可能であると期待される。 

  

３－５－４－２ 波及効果 

１)平成 20 年 3 月の日本農芸化学会大会発表において記者発表演題に選出され、また 4

月に記者発表を行い、各マスコミで報道された。 

２)2 つの大手企業連合体より、健康野菜、化粧品、医薬品原薬としての国内外での事業

化も視野に入れた開発および国内での GM 国民理解促進活動への活用などへの参加の申

し入れがあった。 

３)京都大学・淀井と奈良先端科学技術大学院大学・横田に個別に植物工場によるレタス

生産会社より hTRX1 産生レタス生産協力申し込みがあった。その一部は松村リーダーを

通したものであった。また、他植物での hTRX1 生産に関して、海外大企業 S 社が京都大

学・淀井らに打診・交渉した経緯(2002-2004 ビジネス上不成立)があり、本プロジェク

トへの国際的関心は高い。 

４）京阪奈地区に立ち上げ構想がある GM 植物栽培拠点での一候補として、hTRX1 産生レ

タスが興味を持たれている。 
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表３ 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１） １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（２） １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

（３） １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

（４） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ３ ０ ２ ０ ０ ０ ０ 

（詳細は、添付資料に記載） 
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４．【機能性成分生産植物の研究開発】 

４－１「高機能性物質生産イチゴに関する技術開発」 

４－１－１ 目的 

 本課題では，母乳に含まれる高機能性物質で，生活習慣病予防効果が期待されている

アディポネクチン，αラクトアルブミン，ムチンの 3 種類の物質を高発現する遺伝子組

換えイチゴを作出する（図 1：要素技術(1)～(3)）。さらに，この遺伝子組換えイチゴを

閉鎖型人工環境下で安定かつ高効率に生産するための最適栽培条件の解明と，実規模生

産のための栽培環境構築技術の開発を行う（図 1：要素技術(4)～(6)）。 

イチゴはランナーで増殖するため，世代を経ずに同一系統の大量増殖が容易である。

加えて，草丈が低く，低光強度条件で栽培が可能なため，人工環境下での多段式栽培に

より高い単位面積当たりの生産性が期待できる。収穫されたイチゴ果実は，凍結乾燥粉

末化後，様々な形態の製品に利用できる。イチゴが元来保有しているビタミンＣ，エラ

グ酸などの機能性物質と新規に発現させる機能性物質を含む複合素材として，イチゴの

嗜好性と生食性を生かした機能性食品やサプリメント等の製品開発が展開可能である。 

本課題では，事業化を見据え，ホクサン㈱が育成者権を有し，販売している四季成り

性品種“エッチエス－138”を用いた。また，有用物質発現イチゴの開発で実績があるホ

クサン㈱と，医薬品製造施設や大規模温室の建設エンジニアリングに実績がある鹿島建

設㈱を中心に分担して行った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 研究開発の全体概要と要素技術 

(1)果実において高発現させる技術開発

内在性遺伝子利用 ウイルス遺伝子利用
（ホクサン，産総研）

高発現プロモーターの同定

(2)機能性物質高発現組換えイチゴの作出
《目的物質》

（ホクサン，産総研，北海道大学）

(3)組換えイチゴの機能性評価

下痢症ウイルス感染阻害

血清コレステロール低下作用

抗糖尿病作用 等

アレルゲン性評価

（ホクサン，藤田保健衛生大学，北海道大学）

(4)高機能性物質生産のための
最適栽培条件の解明

（鹿島建設，千葉大学）

光環境
（光強度，明期，光質）

空気環境
（気温，湿度，CO2 ）

地下部環境
（養液，水温，DO）

(5)多段式栽培における室内環境の実態
解明とシミュレーション技術の開発

（鹿島建設，千葉大学，産総研）

栽培環境シミュレーション

経済性評価とモデル施設の検討

（鹿島建設、産総研）

栽培室内の環境分布解明

動脈硬化の抑制，抗糖尿病作用

心筋梗塞抑制効果

胃粘膜保護効果
血清コレステロール低下作用

コレステロール吸収阻害
ロタウイルス感染阻害

アディポネクチン

α ラクトアルブミン

ムチン

(6)遺伝子組換え植物工場に適した
排水処理システムの開発

[℃]排
気
側

給
気
側
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４－１－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表 1．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 花托高発現プロモーターを同定する。 

 設定理由・根拠等 イチゴでは，従来用いられている CaMV35S プロモーターより

高い発現を示すプロモーターが確認されていないため，果実

においてより高発現するプロモーターが必要であった。 

 成果 Strawberry vein banding virus 由来遺伝子と，イチゴ果実

由来のカルコンシンターゼ遺伝子のプロモーター，それぞれ

を導入した組換えイチゴを作出した。レポーター遺伝子によ

る発現解析により，両遺伝子とも CaMV35S プロモーターと同

等の転写活性を有することが確認された。 

 達成度 90% 

最終目標・指標 高機能性物質が 600ng/g 生重量以上蓄積するイチゴを作出す

る。また，複数の高機能性物質を同時に発現する組換えイチゴ

を作出し，当該発現物質の目的とする機能性の保持を確認する。 

 設定理由・根拠等 イチゴ栽培のコスト計算および販売見通しより，事業化には

目標設定値の発現が必要と判断した。 

 成果 目的物質遺伝子高発現のためのコンストラクトを検討し，果

実において，ヒトアディポネクチン：6928ng/g 生重量，ウシ

α ラクトアルブミン：1743ng/g 生重量を，それぞれ蓄積する

系統を作出した。さらに，両遺伝子の同時発現系統も作出し，

ロタウイルス感染防御効果等の機能性を確認した。 

 達成度 90% 

最終目標・指標 目的物質の生産・蓄積を安定かつ最大化する栽培条件を解明

し，中間目標段階において確立した栽培方法を適用した場合

に対して高機能性物質の生産・蓄積量を 20％以上向上させる。 

高発現組換えイチゴ作出技術の成果と合わせて，高機能性物

質の蓄積量を 720ng/g 生重量とする。 

 設定理由・根拠等 イチゴ果実の総タンパク質濃度は環境ストレスを受けた際に

通常と比較して約 3～25％増加したという報告がある（Gulen 

and Eris, 2003）。そこで，総タンパク質が増える条件で目的

タンパク質も増加すると仮定し，環境ストレス付与による目

的タンパク質濃度の増加率を最大 25％と考え，目標値として

は 20％以上とした。 

 成果 青色光や 24h 明期下での育苗により開花が促進され,育苗期

間が短縮できたことに加え，花芽数の増加により果実収量が

中間評価段階より 50％増加した。また，収穫期の光質制御に

より完熟果のヒトアディポネクチンの生産・蓄積量を中間評
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価段階より 60％増加できた。 

 達成度 100％ 

最終目標・指標 栽培環境シミュレーション技術を中心とした栽培環境構築技

術を確立する。また，閉鎖型遺伝子組換え植物工場に適した

排水処理システムを開発する。これらの成果を基に，高効率

栽培システムのモデルとなる施設の仕様を提示する。 

 設定理由・根拠等 植物体や多段式栽培装置の影響など，植物工場に特有の条件

を考慮出来る環境シミュレーション技術はこれまでに無く，

環境の不均一性を最小限に抑えた最適な栽培室を設計検討す

るための手法として必要である。また，生産規模を拡大した

場合，水耕栽培に伴って発生する排水処理コストの増大が懸

念され，より低コストな排水処理システムが求められる。 

 成果 植物体の空気抵抗や光合成・蒸散を考慮可能な環境シミュレ

ーション技術を開発した。このシミュレーション技術を活用

して，室内の気温の均一性を高められる栽培システムを考案

した。フィルター方式の排水処理システムの運転試験データ

に基づく試算の結果，消費電力は従来法の約 1.3％となり，

大幅な省エネ化が可能な見込みが得られた。 

 達成度 90% 

 

４－１－３ 成果 

（１）高機能性物質を花托において高発現させる技術開発（ホクサン，産総研） 

イチゴ果実は花托が肥大化した組織であり，他植物の果実特異的プロモーターは機能し

ないと推定される。そこで，イチゴを宿主とするウイルスとイチゴ内在性遺伝子を材料

として，花托高発現プロモーターの開発を行った。まず，環状2本鎖DNAをゲノムとする

Strawberry vein banding virus（SVBV）に着目し，プロモーターの全長領域であるFull

（951nt）とその内部断片のSV10(371nt)をサブクローニングした。イチゴ内在性遺伝子

は，花托高蓄積タンパク質をコードする遺伝子に着目した。2D-PAGE法により花托高蓄積

タンパク質を分離し，カルコンシンターゼ（CHS）を同定し，この遺伝子の転写調節領域

からプロモーター様配列をサブクローニングした。各プロモーター配列の下流にレポー

ター遺伝子としてβ-グルクロニダーゼ（GUS）遺伝子を連結し，アグロバクテリウム法

にてイチゴに導入した。獲得した形質転換体の組織化学的解析（GUS染色）より，SVBV

プロモーター系統ではCaMV 35Sプロモーター系統と同様に全組織でGUS発現が確認され，

特にSV10を導入した系統では高発現が認められた。CHSプロモーター様配列を導入した系

統のGUS染色は，葉組織では極めて微弱であったのに対し，花托では強い染色が確認され

（図2），組織特異的な発現が示唆された。さらに，転写活性を比較するため，果実を3

つの生育ステージ（緑色果・白色果・赤色果）に分け，ノーザン解析を行った。その結

果，CaMV35Sプロモーター系統とCHSプロモーター系統は白色果～赤色果にて，SV10系統

は緑色果～白色果にて，それぞれ強いシグナ 
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図2 形質転換イチゴのGUS染色  図3ノーザン解析（GUS遺伝子形質転換イチゴ） 

 

ルが認められた。また，SV10およびCHSプロモーター系統は白色果のシグナルが最も強く，

同じ白色果のCaMV35Sプロモーター系統と同程度のシグナル強度が確認され，各プロモー

ターの転写活性は生育ステージ毎に変動することが示唆された（図3）。以上より，同定

した2種類のプロモーターは，イチゴ花托において既存のプロモーターと同程度あるいは

生育ステージによっては，それ以上の転写活性を有することが確認された。今後，イチ

ゴ花托組織における外来遺伝子発現の有効なツールとなることが期待される。 

 

（２）高機能性物質高発現組換えイチゴの作出と発現解析 

（ホクサン，産総研，北海道大学） 

①ウシαラクトアルブミン：ウシαラクトアルブミン遺伝子の高効率発現を目的として，

植物発現コンストラクトを9種類作成し，それぞれを導入した組換えイチゴ（総数509系

統)を作出した。葉および果実の発現量解析を行った結果，図4のコンストラクト導入系

統において，葉組織で4.5μg/gFW(生重量)，花托（以下果実と記載）で1743ng/gFWのウ

シαラクトアルブミン遺伝子の発現が確認された。 

CaMV P35S Bovine LA T HSPAN

P35S-AN-bLA-KDEL-T hsp
 

図4  ウシαラクトアルブミン発現コンストラクト 

 

②ヒトアディポネクチン：ヒトアディポネクチン遺伝子発現コンストラクトを7種類作

成し，組換えイチゴ(397系統)を作出した。最も高いヒトアディポネクチンの発現を示し

た系統の発現量は，葉組織で44.7μg/gFW， 果実で6928ng/gFWであった。ウシαラクトア

ルブミン，ヒトアディポネクチン両遺伝子とも，ターミネーターを従来用いられていた

アグロバクテリウムの NOS（Nopaline Synthase）遺伝子由来から，アラビドプシスのHSP

（Heat Shock Protein）遺伝子由来に変更することにより，組換えイチゴにおける目的

タンパク質の蓄積量が増加する傾向にあった（図5）。 

③ウシムチン：ウシ腎臓mRNAよりクローニングしたMUC1遺伝子を挿入した2コンストラ

クトの植物発現ベクターを用いて，142系統の組換え体を作出したが，植物発現MUC1を特

CHS 
プロモーター

CaMV 35S
プロモーター

SV10

葉片 果実

緑色果 白色果 赤色果
35S SV10 CHS wt 35S SV10 CHS wt 35S SV10 CHS wt

（A)

（B)

（A) ノーザンブロット
上段：DIG-labelled GUS cDNA probe
下段：DIG-labelled 18s-ribosomal RNA cDNA probe

（B) EtBr 染色像 （total RNA：20ug/lane）

gus

18S
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異的に反応する抗体の作出には至らず，組換えイチゴの発現解析を行うことができなか

った。 

④複合発現：ヒトアディポネクチン遺伝子とウシαラクトアルブミン遺伝子の両遺伝子

が挿入された組換えイチゴ156系統を作出した。葉組織における高発現系統を選抜し，果

実での発現量を確認した結果，最終目標とした“複合発現イチゴにおける目的物質のトー

タル発現量が720ng/gFW以上”を，大幅に上回る9系統が確認された。 

H.Adiponectin T nosCaMV P35S

H.Adiponectin T HSPCaMV P35S

P35S-hAdi-His-KDEL-T nos (n=45)

P35S-hAdi-His-KDEL-T hsp (n=50)

T HSP Arabidopsis HSP terminatorT nos Agrobacterium NOS terminator
transcriptional terminators:

アディポネクチン発現用コンストラクト 発現量(葉)平均値

0 10 20 30 40 50 60

human adiponectin (μg/g fresh weight)
 

図5 発現コンストラクトと組換えイチゴのヒトアディポネクチン発現量 

 

（３）高機能性物質高発現組換えイチゴの機能性評価試験 

（ホクサン，藤田保健衛生大学，北海道大学） 

①ウシαラクトアルブミン・ウシミルクムチン発現イチゴの機能性評価（ロタウイルス

感染防御効果確認）：乳飲みマウスによるロタウイルス感染実験系を確立し，50%下痢誘

発ウイルス量（DD50）を決定した。サルロタウイルスSA11株（65×DD50）を用いた実験系

において，ウシαラクトアルブミン経口投与によるロタウイルス感染による下痢発症に

対する影響を確認したところ，大量投与（1mg/day）の場合，下痢症の発症率の低下およ

び下痢の程度の軽減が見られた。さらに，ウシαラクトアルブミン発現イチゴを試料と

した投与試験でも同様の傾向が確認され，小腸懸濁液由来マウスロタウイルスEW株（EW

野生株）を用いた試験では，感染の急性期において，腸管における排泄ロタウイルス抗

原量の減尐が，感染の回復期においては，血清中の炎症性サイトカイン量の低下も確認

された。以上より，ウシαラクトアルブミン発現イチゴはロタウイルス増殖の抑制に働

いたことが示唆された。また，非組換えイチゴの投与によってもロタウイルス感染にお

ける下痢抑制効果が示されたことにより，イチゴを機能性物質発現植物として利用する

メリットは大きいと思われた（図6）。

day1 day2 day3 day4 day5 day6

bLA-strawberry
Non-transgenic
strawberry

0

1

2

3

day1 day2 day3 day4 day5 day6

PBS
Non-transgenic
strawberry

(A) 4日間連続投与(day1~day4) (B) 8日間投与（day-2~day6) 

6日齢 BALB/c マウス 8個体／群 day0:Rotavirus（ 65DD50 ）投与、 Non-transgenic strawberry:非形質転換イチゴ、
bLA-strawberry:ラクトアルブミン発現イチゴ（ラクトアルブミン推定投与量 2ng/day)
《投与試料の調整》凍結乾燥処理果実粉末をPBSで3%(w/v)に溶解,ガーゼで濾過 50ul/day投与
《下痢症スコア》下痢症状を、0:症状なし,1:軽度, 2:やや重度, 3:重度 の4段階にスコア化した平均値

下
痢

症
ス

コ
ア

 

図6 イチゴによるロタウイルスの下痢症状抑制効果 
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PC: recombinant human adiponectin
expressed in HEK293

C:non-transgenic strawberry friuts
Sample No.1~3:

transgenic strawberry fruits lot No.

PC
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150
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1 2 3 C

sample No.

kD

図７ イチゴ発現アディポ 

ネクチンの多量体解析 

②ヒトアディポネクチン発現イチゴの機能性評価：

BALB/c 4週齢，C57BL/6J 8週齢マウスへのアディポネク

チン発現イチゴの経口投与試験において血糖値の減尐が

確認されたが，弱齢期（BALB/c 3週齢)からの投与ではそ

の効果は顕著には現れなかった。また，血糖減尐効果が

明確であったBALB/c 4週齢，C57BL/6J 8週齢マウス試料

のメタボローム解析の結果，共通して見られた現象は

Glucose-6- phosphate（以下G6pcと記載），Glucose- 

1-phosphateなどの上昇であった。変化のあったG6pc遺伝

子の活性化は糖新生につながるが，これは血糖値低下と

関連した遺伝子の動きと考えられる。一方，アディポネ

クチンは多量体の形態により，その機能が異なり，それ

ぞれの働きによってエネルギー調整を行うとの知見があ

る。そこで，イチゴ発現アディポネクチンの多量体解析を行ったところ，果実発現産物

において6量体以上の多量体の形成が確認された(図7）。 

②ウシムチンの機能性評価：ウシMUC1発現動物細胞が樹立され，サルモネラ菌

(Salmonella enterica serovar Typhimurium），ピロリ菌(Helicobacter pylori)など消

化器感染症原因菌の発現細胞への接着や侵入を指標にMUC1の生物機能を解析するシステ

ムが構築できた。 

 

（４）高機能物質生産のための最適栽培条件の解明（鹿島建設，千葉大学） 

閉鎖型人工環境下で四季成り性イチゴの生産効率を高く維持するための光環境，気

温，湿度，CO2 濃度等について栽培試験を行い，基本となる環境条件（白色蛍光灯で明

期 16 h，光合成有効光量子束（以下 PPF）225 mol m-2 s-1，気温 25/20℃（明期/暗期），

相対湿度 70％，CO2 濃度 1000 mol mol-1）を決定した。さらに，育苗期間の短縮と果

実収量および目的タンパク質濃度を高める栽培条件を探索した。 

➀花芽分化および果実収量：イチゴは培養苗の順化後から開花までの育苗期間が約 60

日と長く，この育苗期間を短縮できれば 1 作の栽培期間を短縮でき，生産効率が向上

図8 育苗時の光質による
開花の促進 (バーは

標準誤差を示す．W:白

色蛍光灯，B:青色LED) 

 

図10 光質実験の様子 図9 育苗時の光質による果
実収量の増加 (バーは

標準誤差を示す．W:白色

蛍光灯，B:青色LED) 
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する。そこで，花芽分化を促進する光環境条件を探索した結果，明期 16 h の場合，蛍

光灯や LED などの光源によらず，白色(W)より青色(B)で有意に開花までの日数が短く

なった（図 8）。また，光質，光強度および日積算 PPF によらず，明期 24 h で従来法よ

り有意に（約 2 週間）開花が早まった（図 8）。光源によらず，青色光または明期 24 h

で育苗し，開花促進させた株は花芽数も増加し，開花後に白色光で栽培しても果実収

量を中間評価段階より 50％増の 570g/株まで高められることが示された（図 9）。 

②目的タンパク質収量：開花期以降のヒトアディポネクチン（ hAdi）組換え体

（CaMV35S(ep35S)プロモーター）を用い，蛍光灯(FL)の光質を白，青，赤（以下，W，

B，R）とした栽培試験を行った(図 10)。hAdi 組換え体では完熟果（開花 25 日目）で

収穫するのが最も生体重あたりの hAdi

濃度が高く，W 区および B 区で 1500～

1700 ng/gFW，R 区で約 2800 ng/gFW（W

区の約 60%増）であった(図 11)。ウシラ

クトアルブミン（bLA）組換え体（CaMV35S

または SV10 プロモーター）では明期 24 

h の緑色光下で W 区より bLA 濃度が有意

に高かった（データ略）。以上より，hAdi

および bLA組換え体では条件が異なるも

のの，光質制御により目的タンパク質の

生産・蓄積量を従来法より増加できるこ

とが明らかとなった。 

 

（５）多段式栽培における室内環境の実態解明とシミュレーション技術の開発 

（鹿島建設，千葉大学，産総研） 

①植物体の影響を考慮可能な栽培環境シミュレーション技術：室内環境に影響を与え

る植物体の空気抵抗や光合成・蒸散作用について，測定試験データを基に計算モデル

を構築し，鹿島建設が保有する建築空間の環境シミュレーション技術に組込むことで，

植物工場の計画設計に活用できる環境シミュレーション技術を開発した（図 12）。計算

結果と栽培室内での環境計測結果とを比較検証し，気温や風速の分布傾向について概

ね再現できることを確認した。 
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図 12 植物体の室内環境への影響を考慮可能な環境シミュレーション技術の開発 
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②室内の気温差を抑制する栽培システム：中間評価段階までの環境計測の結果，水平

一方向流の空調方式では，照明発熱の影響で排気側の室内上部の気温が高くなる傾向

が確認された。室内の気温差を小さくする空調方式として，壁面両側給気・天井排気

方式について検討し，開発したシミュレーション技術を用いて，室内の気温差の抑制

に効果があることを確認した（図 13）。また，データセンターで用いられているコール

ドアイル/ホットアイル空調方式を応用したシステムを考案し，栽培棚に通気抵抗板を採用するこ

とで，栽培棚上下の気温の均一性を高められる栽培システムとなることを確認した（図 14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）遺伝子組換え植物工場に適した排水処理システムの開発（鹿島建設，産総研） 

フィルターにより不活化の対象となる組換え植物の種子や花粉を捕捉して対象物の

み高圧滅菌熱処理を行う省エネ型の排水処理システムについて，試験装置（図 15）を

製作した。この装置は 2 段階のフィルターで種子や花粉を捕捉し，2 系統有することで，

1 系統が閉塞した後にはもう 1 系統へ切換わる仕組みとなっている（図 16）。産総研・

植物工場において運転試験を行い，フィルター仕様の最適化を図った。また，試験結

果から，従来の全量熱処理方式に対して消費電力は約 1.3％になると試算され，大幅な

省エネ化が可能である見込みを得た。 
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図15  製作した試験装置の概観 

図16 使用前（左）と使用後（右）の 

フィルターの様子 
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図13  壁面両側給気・天井排気空調方式による栽培システムと気温分布解析例 
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図14  コールドアイル/ホットアイル空調方式による栽培システムと気温分布解析の例 
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４－１－４ 事業化，波及効果についての妥当性 

４－１－４－１ 事業化の見通し 

生活習慣病予防食品の市場は約 1200 億円と推定されている。現在，アディポネクチン

含有機能性食品は販売されておらず，試薬 100μg の価格が 10 万円前後と高額であるた

め，競合商品はない。本研究での成果を基に，イチゴ果実生産量年 8.55kg/m2，高機能

性物質発現量 2500ng/g 生重量(高発現系統の果実発現平均値)として，母乳 100ml に相当

するアディポネクチン 1.5μg を含有する健康機能性食品を，毎日 1 万人が摂食すると想

定した場合の必要な栽培面積は，栽植密度を 5 株/m2 として約 256m2（3 段式栽培の場合，

必要な栽培室面積は約 85m2）と試算される。今後，具体的な製品化に向けた詳細な市場

調査が必要であるが，上記試算における健康機能性食品の平均単価を 500 円と仮定する

と，年間売上金額は約 18 億円と試算される。 

事業化に向けて，食品安全性試験に供試するための高機能物質複合発現イチゴの試験

栽培生産をパイロットプラントで行う。2014 年中頃までに組換えイチゴの商業生産の許

認可に向けた許認可申請を行う。その後，加工・剤型の検討を経て，製品としての許認

可試験を実施する。商業生産のための実生産開始は 2016 年を目標とする（図 17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 実生産までのスケジュール 

 

４－１－４－２ 波及効果 

 本研究による組換えイチゴを用いた高機能物質生産に関する基盤技術は，より幅広

い高付加価値物質生産に活用できる。特に，イチゴ果実は生食可能な素材であること

から，高齢者や乳幼児にとって摂取が容易な医薬品開発への応用も可能である。本研

究では可食性の花托部分に発現させたタンパク質を，精製することなく食品として供

することを前提に技術開発を行ったが，目的物質の用途に応じて発現タンパク質を精

製することにより，多様な有用物質の生産に対応することが出来る。 

また，栽培環境シミュレーション技術は，植物工場の計画段階で，環境の均一性に配

慮した最適な栽培室と栽培装置の設計検討に広く活用できるほか，効率的な空調設計に

より省エネルギー化にも大きく貢献する。遺伝子組換え植物工場に適した排水処理シス

テムとして考案したフィルター方式の排水処理システムは，従来の全量熱処理法に代わる

省エネ型の排水処理手法として，国内外の遺伝子組換え植物を扱う研究・生産施設への展開

が見込まれる。その他，医薬品原薬製造の精製過程において，活性炭吸着工程後に行われ

る活性炭除去と滅菌処理を兼ねた装置として本システムを応用出来ることが期待される。 
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表２．特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１）～

（３） 

  4     

（４）～

（６） 

2  3     

計 2  7     

（詳細は、添付資料に記載） 
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４－２ 「「組換えレンギョウ等による高機能性成分生産及び閉鎖系での栽培システム構

築の開発」 

４－２－１ 目的 

 目的高機能性成分はゴマのリグナン類の代表的化学物質「セサミン」である。セ

サミンは西暦 1928 年に発見されているが、その後さしたる応用もなく、２０数年前の

生物化学プロセスでの活性構造の発見を糸口に、抗酸化活性や脂肪酸のβ酸化促進な

どの有用生理機能の科学的研究をはじめ種々の機能の解明が取組まれて、漢方で示さ

れる「補陰・潤腸・補肝腎の効能、虚弱体質や高齢者・病後・腸燥便秘への効能」の

効能の内、ゴマリグナン類による効能の科学的証明が進んでいる。  

既にセサミンを用いた栄養補助食品が販売されている。この製品はゴマアレルギー

の原因と云われるゴマ殻由来物質やゴマペーストの油酸化を排除し精製セサミンを小

麦胚芽油に溶解したソフトカプセル製品で、高齢化社会を背景にする予防医療・健康

寿命の伸長等の国民ニーズと期待効果に適合し、現在の市場では末端市場価格で３０

０億円を越す需要があり、需要は今後も伸びる見込みである。 

しかしながら、セサミンなどのリグナンは天然もしくは農業的に栽培された植物か

らの単離・抽出により獲得されており、（i）微量な含有量（ii）農作物生産における

環境リスク（気象条件、土壌）、(iii) 品質（純度や保存状態）の差異に起因する不安

定な効果や植物種や品種に違いなどによる有効成分の含有量の違い、あるいは、(iv) 

原料植物の減尐（一部は絶滅危惧種に指定されている）など、機能性食品成分として

大量に生産し活用する上で、効果、安全性、生産面において問題がある。さらに、セ

サミンの場合は、ゴマ油中の含有量は約 0.5 mg/g、すなわち、0.5％程度にすぎず、

ゴマ種子からセサミンを獲得すると数百倍の余剰ゴマ油を発生する。また、セサミン

の原材料であるゴマ種子の 99.9%は輸入資源に依存しており、自給率に於ける問題も

ある。一方、レンギョウはセサミンを生成しないものの、セサミンの前駆体であるピ

ノレジノールを葉に豊富に含むことに加えて、 多年生植物であるため寿命が長く、イ

ネのように毎年苗付けをする必要がない。さらに、水耕栽培による挿し木繁殖が可能

なため、優秀な系統を創出できた場合、変異が生じやすい受精や種子からの生育を経

ることなく容易かつ持続的に維持・増殖できるなど、セサミン供給源の継続的かつ安

定的な確保を目的とした密閉型閉鎖工場での栽培に好適な諸条件を有する。また、目

的の組換えレンギョウの葉は密閉型閉鎖工場で常時収穫可能であるため、年 1 回の収

穫に限られるゴマ種子よりもはるかに高い生産性を発揮することも見込まれる。 

本研究開発はゴマの様に種子ではなく葉にセサミンの生成能力を付与した、すなわ

ち、ピノレジノールからセサミンを生成する酵素であるCYP81Q1と、レンギョウ内在性

のピノレジノール代謝酵素PLRのRNA干渉(RNAi)配列を導入した組換えレンギョウを創

出し、閉鎖系施設にて茶葉の様に栽培し、年間に複数回の葉の収穫と、それによるセ

サミン獲得の持続的な安定供給基盤の確立を目的としている。 

 

４－２－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表 1．全体目標および成果・達成度 
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最終目標・指標 １）ゴマリグナン生産能を持つ組換え植物の創出 

組換えレンギョウ作製とゴマリグナン生成効率の検討および

ピノレジノール配糖化酵素抑制のゴマリグナン生産に対する

効果の検討 

 設定理由・根拠等 レンギョウでは組換え体作製法が確立されていないため、

CYP81Q および PLR-RNAi を導入した組換えレンギョウの作製

は困難だと予測された。そこで、レンギョウ葉から樹立した

培養細胞を用いて、セサミン生成の可能性や生産性向上要因

を突き止めるとともに、レンギョウ組換え体作製法を確立す

ることを目指した。また、CYP81Q はピノレジノールの配糖体

を基質として利用できないこと、さらに、レンギョウ内では

ピノレジノールが配糖体として蓄積していることが示されて

いたことから、ピノレジノール配糖化酵素を同定し、その RNAi

体を作製することも考えた。 

 成果 (1) セサミン生合成酵素 CYP81Q1 とレンギョウの PLR の

RNAi 配列を導入したレンギョウ葉培養細胞、CPi-Fk を作製

し、同細胞に異種（天然のレンギョウでは生成されない）セ

サミンを生成させることに成功した。 

(2) CPi-Fk 細胞を青色 LED 連続照射下で培養すると、暗黒条

件下で培養した細胞よりも生成するセサミンの量が特異的に

数倍に上昇することを見出した。 

(3) ピノレジノールを配糖化する酵素、UGT71A18 をレンギ

ョウから単離・決定した。 

(4) レンギョウ、チョウセンレンギョウ、アイノコレンギョ

ウの 3 種のレンギョウ類を用いて、各レンギョウ類のカルス

化、再分化、発根、薬剤耐性条件を比較検討し、各種に最適

な条件を決定した。さらに、非常に低い効率ながらも、ハイ

グロマイシン耐性チョウセンレンギョウ 1 株とアイノコレン

ギョウ 2 株の組換え体の作製に成功した。 

(5)組換え植物作製に頻用されるプロモーター部位がレンギ

ョウでは切断されていることが示唆された。 

 達成度 85% 

最終目標・指標 2) レンギョウ葉の収穫量ならびにリグナン含量の最適化と

生産効率の検討 

 設定理由・根拠等 レンギョウの葉のピノレジノール含有量の報告では、定植地

でその含量に大きな差があることから、栽培条件により生成

量とバイオマスの双方の向上を示唆すると考えられた。栽培

条件と植物二次代謝物の量と分布の定量的把握によって、効

率的な栽培条件の策定が可能となる。メタボリックプロファ
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図１ 組換えレンギョウ葉培養細胞におけるセサミン生成の検出 

イリング分析方法の適用によってこれが可能となるので最適

栽培条件の策定を上記と並立する要素技術課題とした。 

 成果 (1) 2 節 2 葉の挿し穂の 50 cm 丈まで成長させる最適条件、

および、白色蛍光灯の連続光下での低温処理を経た植物体の

栽培による葉重量とリグナン量の増加する条件を確立した。 

(2)「防根給水ひも」栽培による根腐れ防止と組換え植物の栽

培において問題となる廃液の不活性化処理に伴うコストを要

さない栽培方法を確立した。 

(3) 上記で確立した条件で栽培したレンギョウを 1 年間剪定

を繰り返しても、成長や獲得するバイオマスは全く影響され

ないことを確認した。 

(4)リグナン類を迅速に定量分析するメタボリックプロファ

イリングシステムを確立した。 

 達成度 95% 

 

４－２－３ 成果 

１）ゴマリグナン生産能を持つ組換え植物の創出 

(1)組換えレンギョウ作製とゴマリグナン生成効率の検討 

①培養細胞によるセサミン生産 

レンギョウ葉培養細胞に PLR-RNAi を導入した場合、野生型培養細胞と比べて、ピノレ

ジノールの主要代謝物であるマタイレジノールが完全に消失したのに対し、ピノレジノ

ールが配糖体として約 20 倍蓄積していることが判明した。次に、PLR-RNAi と CYP81Q を

導入した二重発現培養細胞、CPi-Fk 細胞を作製し、リグナン生成を検討したところ、培

養細胞の凍結乾燥物 1 g に約 1 mg のセサミンが生成していることが判明した（図１）。

この結果は、組換えレンギョウにおいてセサミンが生成することを証明したことに加え、

全植物を通じて初めての組換え体による異種リグナンの生産、すなわち、リグナンの代

謝工学的生産の成功例である。 

 

②光照射によるセサミン生成向上 

 一部の二次代謝物質では、光質や光強度によりその生成が変動することが知られて

いる。そこで、光とリグナン生成量の関係を明らかにするため、CPi-Fk 細胞を暗黒条件、

白色蛍光灯下、青色 LED 下、赤色 LED 下（全て光強度は 100 μmol m-2 s-1 PPFD）で培
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図２ 組換えレンギョウにおける導入遺伝子のゲノムへの挿入と発現 

養し、リグナン量を比較定量した。その結果、白色蛍光灯下と青色 LED 下で培養すると、

暗黒条件で培養したものよりも、ピノレジノール量が約 3 倍と 1.5 倍にそれぞれ上昇す

ることが判明した 4)。さらに、セサミン量も白色蛍光灯下と青色 LED 下で培養したもの

では、ともに約 2.5 倍上昇していた。以上の結果から、CPi-Fk では白色蛍光灯や青色 LED 

下でピノレジノール生成量が増大して～2.7mg / g に達し、天然のゴマ油からの単離と

ほぼ同水準に達した。また、白色蛍光灯が青色波長を含有していることを考慮すると、

ピノレジノールやセサミン生産促進効果には青色光が特に効果的だと考えられる。 

 

③ピノレジノール配糖化酵素の同定 

 レンギョウからピノレジノール配糖体化酵素を道程するため、ゴマの UGT71A9 のホモ

ログ遺伝子をプローブとしてレンギョウから候補遺伝子が 6 種単離した。そのうちの

UGT71A18 はレンギョウの葉で強く発現し、その組換えタンパク質はピノレジノールに対

して高い配糖化活性を示した。ピノレジノールの他にフィリジェニンやエピピノレジノ

ールなどのレンギョウに含まれるフロフラン型のリグナンに対しても同様の配糖体化活

性をしめしたが、セコイソラリシレジノールやマタイレジノールやアルクチゲニンなど

非フロフラン型リグナンに対しては半分弱程度の活性を示さなかったことから、これら

のレンギョウ UGT 酵素はフロフラン型リグナンに特異性のある配糖体化酵素であること

が示された。さらに興味深いことに、②で述べた青色 LED 照射下では、CPi-Fk における

UGT71A18 の発現が低下していることも明らかになった。このことは、青色光下における

配糖化されたピノレジノールの上昇が他の光照射と比較して低いことと一致する。 

 

④ 組換えレンギョウ作製法の確立  

 レンギョウ、チョウセンレンギョウ、アイノコレンギョウの 3 種を用いて、これらの

カルスにアグロバクテリウム法により、カナマイシンやハイグロマイシンなどの抗生物

質耐性遺伝子を有する発現ベクターにより遺伝子を導入し、組換え体を選抜するという

手順で組換えレンギョウの作製法の確立を目指した。この過程で、カルス化、再分化、

発根、およびハイグロマイシンによる選抜条件を確定し、薬剤耐性レンギョウなどの異

種遺伝子を導入したチョウセンレンギョウとアイノコレンギョウの獲得に成功した 3)。 

一方、DNA メチル化とは異なり、35S プロモーターなどの外来遺伝子配列が切断されて不

活性化排除・不活性化されている可能性を示す結果が得られた（図２）。このことは、レ

ンギョウでは未同定の「外来遺伝子切断因子」によりが外来遺伝子を排除するという防

御機構が存在し、これが組換え体作製を困難にしていることを示唆している。ここまで
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述べた成果により、閉鎖系向上における組換えレンギョウを用いたセサミン生産の基盤

技術と生産性向上要因の基礎を構築できた。 

（以上、サントリー生命科学財団、大阪大学、サントリーホールディングス、北興化

学工業株式会社） 

 

2) レンギョウ葉の収穫量ならびにリグナン含量の最適化と生産効率の検討 

①リグナンのプロファイリング法の確立 

 イオン化されにくいリグナン類を感度良く検出するために超高速 LC（UPLC）に蛍光検

出器（FLD）を組み合わせた分析系を構築した。その結果、セサミンの nmol オーダーで

の検出に成功した。 

 

② 組換えレンギョウのインテリジェンス栽培 

表１ レンギョウの生育に対する補光の効果 

生育条件 
葉新鮮重 

(g) 

葉乾物率 

(%) 
枝数 

平均枝長 

(cm) 

枝あたり 

平均節数 
節間長 (cm) 

16 h 日長，26℃/20℃ 25.1 20.6 5.2 44.2 14.0 3.2 

24 h 日長，26℃/20℃ 27.8 23.5 4.9 47.4 15.3 3.1 

16 h 日長＋8 h 弱白色光補

光，26℃/20℃-2 
28.4 22.9 4.8 47.1 16.5 2.9 

16 h 日長＋8 h 弱青色光補

光，26℃/20℃ 
36.0 23.3 8.3 45.4 14.6 3.1 

 

閉鎖型植物工場内でレンギョウ属植物

を挿し木繁殖する手法はこれまでに確立

されていなかった。検討の結果、IBA 浸

漬処理により発根促進した 2 節 2 葉の挿

し穂を、薄い培養液を施用して長日かつ

高い光強度の光合成を促進する条件下で

育成することにより、約 3 週間で挿し木

発根苗を生産できることを明らかにした。

レンギョウの挿し木苗を湛液式水耕栽培

すると根ぐされの発生と、それに伴う吸

水量の低下が生じ、葉が減収する問題があった。同苗を「防根給水ひも」栽培すること

により、根ぐされの発生が抑止され、湛液式水耕栽培よりも葉が増収することを明らか

にした。また防根給水ひも栽培では培養液の廃液が全く発生しないため、組換え植物の

栽培において問題となる廃液の不活性化処理に伴うコストを要さない。 

 

図３ レンギョウ苗と防根給水ひも栽培概略図 
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加えて、低温処理による腋芽伸長誘導技術を確立した。これらの方法によって栽培した

レンギョウは一年間にわたり剪定を繰り返した後も，依然，腋芽の伸長能力を維持して

いた（図４）。さらに、暗期に青色 LED

による終夜補光を 8 時間行うと枝数およ

び葉の収量が増加することを確認した

（表１）。以上より、組換えレンギョウの

挿し木苗を低温処理後、地上部を常時連

続光条件として「防根給水ひも」栽培し、

連続的な新梢発生と剪定（収穫）を繰り

返し行うことで、閉鎖型植物工場におい

てセサミンを蓄積させた葉を大量生産す

ることが可能と考えられる。（以上、サ

ントリー生命科学財団、大阪大学） 

 

 

 

４－２－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

 

４－２－４－１ 事業化の見通し 

 ゴマ種子からセサミン・セサミン類縁体（セサモール、セサミノール）の抽出・精製

法を中国天津市生物医学研究所と共同して確立している。これらの栽培施設・精製技術

を背景に、平成 27 年度より組換え体からのセサミン精製のコスト評価を行う 

 

４－２－４－２ 波及効果 

１）遺伝子組換えレンギョウ培養細胞を用いた研究により、リグナンのような微量にし

か含まれない有用植物二次代謝物質を異種植物により生産できることを示せたこと

は、今後の医薬品や機能性食品成分の獲得手段に新たな道を拓いたと考える。 

２）セサミンをはじめとするゴマリグナン生成能を有する組換えレンギョウ作製は、低

効率ながらも、目処が立ちつつある。木本植物の組換え体作製、および、それらを用

いた物質生産の例はほとんどないため、本研究は閉鎖系植物工場によるモノづくりシ

ステム基盤に大きな進歩をもたらしたと考える。 

３）さらに効率的に組換え体を数多く獲得するために、レンギョウのような寿命が長く

挿し木で増殖可能な木本植物は 1 年性の草本植物（多くの野菜、豆類、イネ、および、

タバコやシロイヌナズナのような実験植物）には存在しない外来因子に対する強力な

防御機構が存在し、このような機構により導入した遺伝子が切断されて期待通りに機

能しない可能性が示唆された。実用木本植物の組換え体作製が低効率である原因を突

き止めて制御する方法が開発できれば、閉鎖系植物工場におけるモノづくりの応用性

を飛躍的に拡大することが期待される。 

４）ゴマリグナン生成を高めるレンギョウのインテリジェンス標準栽培法は確立された

と考える。組換え体取得後、これらの条件下での栽培を実施する。 

 

図４ 低温処理後剪定を繰り返し一年間維持した

レンギョウ 
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表２. 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１） 5 10 1 0 0 0 0 

（２） 4 5 0 0 0 0 0 

計 9 15 1 0 0 0 0 

（詳細は、添付資料に記載） 
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４－３「組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発」 

４－３－１ 目的 

過剰なエネルギー摂取により糖尿病およびメタボリックシンドロームと診断される国

民は、年々増加傾向にある。そのため、国民および国の財政における医療費の負担を軽

減するべく、治療医学から予防医学への重要性が指摘されている。 

西アフリカ原産のミラクルフルーツに含まれるミラクリンは、酸味を甘味に感じさせ

る作用があることが知られている。この作用を医療の現場、もしくは普段の食生活の中

で活用することで無理なく糖分の摂取を抑え、糖尿病やメタボリックシンドロームの予

防に貢献できる。しかし、熱帯性果樹であるミラクルフルーツは日本での栽培が容易で

はなく、またミラクリンの効果が持続するのは常温で 1 週間程度ということから国内で

の大量・安定供給は困難とされてきた。遺伝子情報を利用してミラクリンを高生産する

試みも、大腸菌、酵母、タバコで実施されたが成功には至らなかった。こういった背景

の中、国立大学法人筑波大学は、トマトにミラクリン遺伝子を導入することで味覚修飾

作用を保持したミラクリンを生産することに初めて成功した。イチゴやレタスでも同様

な組換え体を作出したが、イチゴは生産性の低さ、レタスでは世代を進めることでミラ

クリンの蓄積が見られなくなるなどの問題があった。一方、トマトでは後代においても

安定してミラクリンを蓄積できる個体が得られている。そこで、栽培の容易さ、生産性

の高さの点においても優れているトマトを使って事業化を進めることとした。また事業

化に際し、商品としてはトマト果実そのもののみならず、健康食品、特別用途食品への

利用など幅広い用途で社会に提供するため、トマトからのミラクリン精製品として販売

することを想定している。 

そのため本課題では、ミラクリンを生産する組換えトマトを植物工場内で栽培してミ

ラクリンを大量・安定生産するための基盤技術開発を目的とする。 

４－３－２ 全体目標および成果・達成度 

表 1．全体目標および成果・達成度 

最終目標・

指標 

(1)ミラクリンを 180μg/g fresh weight (FW)以上の濃度で遺伝的に安定

して発現する作出技術を開発する。 

設定理由・

根拠等 

ミラクルフルーツでの平均が 150μg/gFW であった。技術開発によりこ

れ以上の濃度が達成可能と判断し、20%増の値を設定した。 

成果 ミラクリン発現トマト（ミラクリン 100μg/gFW）を T6 まで世代更新し、

トマトではミラクリンが遺伝的に安定して発現することを明らかにし

た。また、新たにシロイヌナズナの HSP18.2 遺伝子由来ターミネーター

を利用して作出した組換えトマトでは、T1 トマト果実中のミラクリン含

量が最大で 1725μg/gFW となった。 

達成度 １００％ 

最終目標・

指標 

(2)ライフサイクルを短縮することにより 3 サイクル/年から 4 サイクル

/年以上の栽培を目指す。組換え植物の小型化ともあわせて、植物工場

内で栽培できるトマト株数を年間あたりそれぞれ 25%増やし、果実の生
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産性を向上する。 

設定理由・

根拠等 

ライフサイクルの短縮はシロイヌナズナやトマトでのデータに基づき、

遺伝子組換え等の開花制御により可能と判断し設定した。 

成果 Cross#1、#2 は約 5 サイクル/年の栽培が可能であり、草姿の小型化によ

り 56B の栽植密度の 2 倍で栽培可能となった。果実収量は Cross#1、#2
でそれぞれ計算上 74、46 t/10a/年となった。 

達成度 １００％ 

最終目標・

指標 

(3)30t/10a/年生産する栽培技術を確立する。(2)と合わせると、37.5t/10a/
年となる。 

設定理由・

根拠等 

栽培装置の多段化により 2 倍、さらに(2)の成果により植栽密度を増大

させ 25%増収となる値を設定した。 

成果 (2)の結果より、筑波大学の閉鎖型栽培装置を用いた場合、目標をクリ

アできた。さらに、千葉大学の閉鎖型栽培装置による栽培では、計算上

2 段式栽培装置とおおよそ同じ空間において、Cross#2 を用いた 3 段式

栽培で 91.5t/10a/年の生産を達成した(PPF400μmol/m2/s の場合)。 

達成度 １００％ 

最終目標・

指標 

(4)（～H19）組換えトマト果実でミラクリンを 180μg/gFW 以上の濃度

で安定して発現する栽培技術を確立する。(H20～)精製品及び粗精製品

に含まれるミラクリンの甘味誘導活性測定法を確立する 

設定理由・

根拠等 

（～H19）商品として安定した生産性を保つために設定した。  
（H20～）製品としての品質調査に必要であるため設定した。  

成果 （～H19）トマト用の閉鎖型栽培装置の製作およびこれを用いた栽培に

より個体間のバラツキの尐ない栽培が可能となった。（H20～）甘味受

容体 T1R2、T1R3 および細胞内部に刺激を伝達する Ggust の動物細胞を

使った同時発現株の作出を試みた。このうち１分子を発現する細胞株に

一過的に他の２分子を発現した細胞では、甘味物質依存的反応性は確認

できた。 

達成度 （～H19）１００％ 

（H20～） ７０％ 

最終目標・

指標 

(5)現在用いている 35S プロモーター系よりも 25%以上ミラクリンが発

現するプロモーター系を 2 個程度開発する。 

設定理由・

根拠等 

ミラクリン精製が比較的容易な果実で効率的にミラクリンを蓄積させ

るための有用プロモーター候補は、比較検討のため 2 種類以上必要であ

るとの判断から設定した。 

成果 果実特異的プロモーターを 2 種類開発した。またこのプロモーターを活

用した、汎用ベクターの開発を行った。 

達成度 ８０％ 

最終目標・

指標 

(6)組換えトマト果実 1kg から 60mg 以上のミラクリンを精製可能にす

る。すなわち、この時点での精製効率を 40%以上とする。 



83 

 

設定理由・

根拠等 

組換えトマトでのミラクリン蓄積量の 180μg/gFW への増加と更なる精

製技術の改善も考慮し、中間目標の 2 倍の値を設定した。 

成果 ミラクリンを高蓄積するトマト（280mg/kg）を用いた精製で、効率は

39%となった（果実 1kg から 109.2mg のミラクリン精製に相当）。 

達成度 １００％ 

最終目標・

指標 

以上の各課題の成果を組み合わせて、開発した組換えトマトを用いるこ

とによりミラクリン精製品の生産量を、180(mg/kg) x 37.5x103 (kg/10a/
年) x 40(%) = 2.7kg/10a/年以上にすることを最終目標とする。 

設定理由・

根拠等 

個別要素の成果により達成可能と判断でき、また事業化を考えた上での

必要量から設定した。 

成果 Cross#2 を PPF300μmol/m2/s の光強度で栽培し、ミラクリンの精製効率

を 39%とした場合 
 （トマトのミラクリン蓄積量）×（収量）×（果肉率）×（精製効率） 
272(mg/kg)×83.1x103(kg/10a/年)×67.2(%)×39(%) = 5.9kg/10a/年以上 

達成度 １００％ 

 

４－３－３ 成果 

（１）ミラクリンを遺伝的に安定して発現する組換えトマト作出技術の開発 

（国立大学法人筑波大学） 

開発当初のミラクリン発現トマト（ミラクリン 100μg/gFW）を T6 まで世代更新し、

トマトでは 35S プロモーターを利用した場合ミラクリンが遺伝的に安定して発現する

ことを明らかにした。マーカーフリーミラクリン発現トマトの作出では、„Micro-Tom‟
を宿主親にした場合に T1 世代でマーカーフリー個体が 8 系統得られた。このうちミラ

クリン遺伝子挿入位置に遺伝子が座上していないものが 3 系統あった。商業利用を考

える上で、安全性審査に向けて支障の尐ない系統を選ぶ必要があり、この点において

作出した 3 系統は実用性のある系統であった。また、ミラクリンの高蓄積化を目指し

た研究において、シロイヌナズナの HSP18.2 遺伝子由来ターミネーターをミラクリン

遺伝子に連結したコンストラクトでは、トマト果実中のミラクリン含量が最大で既存

の組換えトマトの約 10 倍、1000μg/gFW に達した（図 1）。この高蓄積は T1 世代でも

安定しており、ミラクリン遺伝子がホモ化したことで最大 1725μg/gFW に達した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.  HSP ターミネーターの利用が組換えトマト T0 のミラクリン蓄積量に及ぼす影響 
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（２）植物工場向けの小型組換えトマトの開発 （国立大学法人筑波大学） 

既存のミラクリン発現トマト（„Moneymaker‟, 56B）と„Micro-Tom‟の交配育種によ

って選抜されたミラクリン発現小型トマト（Cross#1、Cross#2）を閉鎖環境下の 2 段

式栽培装置で栽培し、評価を行った。交配系統は 56B よりも草型が小型なため（図 2）、
2 倍の栽植密度で栽培した。結果、交配系統では 56B よりも面積あたりの果実収量が

増大した（表 1）。また、果肉のミラクリン濃度は 56B よりも 2～3 倍高く、ミラクリ

ン生産量は 56B よりも著しく増大した。Cross#1 は 56B と同じく、摘葉作業を頻繁に

必要とする一方で、Cross#2 は栽培に手間がかからないことから、Cross#2 の栽培にお

ける優位性が示された。さらに、Cross#2 は極めて小型であることから、3 段式栽培装

置への変更も可能であることが示唆された。以上より、植物工場用に適した品種とし

て Cross#2 の開発に成功した。 

             図 2. 交配系統の植物体および果実のサイズ  
Ａ：播種 22 日目、Ｂ：播種 32 日目、Ｃ：平均サイズ 
（56B:従来系統、Cross#1,#2:交配系統） 

 
表 1. 閉鎖系 2 段式栽培装置で栽培した交配系統の 

ミラクリン生産性 
 

 

 

 

 

 

 

（３） 植物工場におけるトマト高収量栽培技術の開発 

（国立大学法人筑波大学、植物情報物質研究センター） 

トマト栽培用の閉鎖型二段式栽培装置を製作し、栽培試験により、閉鎖系内におい

ても安定的にトマト生産を行うことができることを実証した。植物工場用に自動受粉装

置を試作開発し、生産作業効率改善のための改良を行った。また、コスト削減のため千

葉大学との連携により（２）で得られた Cross#2 をさまざまな光環境（PPF100、200、300、
400μmol/m2/s）で栽培したところ、光強度が強いほど果実収量が高く、ミラクリン濃度

は光強度が弱いほど高くなった（表 2）。結果、ミラクリン生産性は面積当たりでは PPF300、
電気代当たりでは PPF100 で最も高かった（図 3）。（２）の 2 段式栽培装置は千葉大学の

3 段分とほぼ同じ高さであることから、3 段分の果肉におけるミラクリン生産量を計算し

たところ、ミラクリン生産量は PPF300 のときに最大で 15.3kg/10a/年となった。 

（４） 組換えトマトがミラクリンを安定して高発現する栽培技術の開発（～H19）  

動物細胞を用いたミラクリンの甘味誘導活性測定法の開発（H20～） 
(国立大学法人筑波大学） 

（～H19）トマト用の閉鎖型栽培装置の製作およびこれを用いた制御された環境下で

の栽培により個体間のバラツキの尐ない栽培が可能となった。（H20～)甘味受容体 T1R2、

5cm

5cm

A

B

56B cross #1 cross #2

1cmC

Line 56B cross #1 cross #2

ミラクリン濃度 (µg/gFW) 140 ± 11 367 ± 16 343 ± 10

果実収量 (kgFW/m2/year) 26.2 73.6 45.9

果肉率（外果皮+内果皮） (%) 60.4 61.5 62.0

ミラクリン生産量 (g/m2/year) 2.2 16.6 9.8
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T1R3 および細胞内部に刺激を伝達する Ggust の動物細胞を使った同時発現株の作出を試

みた。T1R2 を発現する細胞株に一過的に他の２分子を発現した細胞では、甘味物質依

存的反応性は確認できた。一方、実際にミラクリンを作用させる場合では、pH 低下によ

る細胞ダメージの問題も生じている。 

表 2. 閉鎖式栽培装置において様々な光環境で  
栽培した Cross#2 のミラクリン生産性 

 

 

 

 

 

 

                     図 3. 異なる光環境で栽培した Cross#2 の 
単位面積当たりおよび電気代当たりの 
ミラクリン生産性 

（５） ミラクリンを果実特異的に発現する技術の開発 

（株式会社インプランタイノベーションズ） 

新規のトマト果実特異的プロモーター配列を 2 種、単離した。これらのプロモーター

活性は、指標となる GUS 染色の結果、果実組織において 35S プロモーターと同等の転

写活性しか示さなかったが、これまで報告がある E8 プロモーターよりも早期となる緑

色果実期から活性を示したため、その配列を特許出願した。また、このプロモーター配

列を活用した果実特異的な遺伝子発現用のベクターの開発を行った。 

（６） 組換えトマト果実からのミラクリン抽出・精製法の確立とその評価 

（株式会社インプランタイノベーションズ、国立大学法人筑波大学） 
ミラクリンの立体構造上の特性を利用し、ニッケルカラムとイオン交換カラムを組み

合わせた新しい精製法を確立し、特許出願した。この方法を、ミラクリン高蓄積トマト

からのミラクリン精製に利用することで、純度 90％以上で、精製効率 39％にまで改善で

きた。 
これまでに味覚修飾作用を 5 世代まで保持した「5B 系統」について、食品安全委員会

で審査対象となる項目、具体的には挿入遺伝子の構造、及び染色体上の挿入近傍領域の

解析を行った結果、9 番染色体に 1 コピー挿入され、挿入部位にトマト本来の構造遺伝

子は存在せず、近傍の既存遺伝子に発現量の変化は認められなかった。また、8 アミノ

酸アレルゲンデータベース検索の結果から、ミラクリンと相同性を示すアレルゲンは確

認されず、さらに栄養成分など 69 項目、及びトマト本来の毒性成分（トマチン）の含有

量比較分析を行った結果、測定した全成分において本来のトマト（栽培品種：

Moneymaker）と有意な差は無いことが判明した。  
 更に、プロジェクト内連携の一つとして、GM-トマトとミラクルフルーツ由来のミラ

クリンの糖鎖付加メカニズムの比較解析を大阪大学にて実施した。その結果、ミラクリ

PPF  (µmol/m2/s) 100 200 300 400

ミラクリン濃度 (µg/gFW) 472 362 272 211

一段あたりの果実収量

(kgFW/m2/year)
8.5 17.0 27.7 30.5

果肉率 (外果皮+内果皮） （％） 66.4 68.8 67.2 65.4

一段当たりのミラクリン生産量の

試算 (g/m2/year)
2.7 4.2 5.1 4.2
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ンの糖鎖付加メカニズムは GM-トマトとミラクルフルーツでほぼ同様であることが示

された。 
 
４－３－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

４－３－４－１ 事業化の見通し 

 本基盤研究で主に使用した56B系統は、導入遺伝子がタンデムに挿入されている可能

性が高く、遺伝子構造が明確に確認できない状況となった。そこで、導入遺伝子構造が

明確で、56B系統とほぼ同等のミラクリン蓄積量を示す「5B系統」を「食品」（生食、

あるいは粉末食品原料）として実用化すべく、国内の食品安全委員会審査で必要となる

項目について、データ収集を行ってきた。その結果を基に、厚生労働省医薬食品局での

事前相談を行ったところ、申請に不足している更なるデータの収集が指摘された。実用

化のためには食品安全性審査を通過する必要があるため、平成23年度中の申請を目指し、

その収集を進めている。 
申請後、2～3年後には承認が得られると仮定しており、それまでの間、植物工場栽培

に適した背丈の小さい「5B交配系統」の開発、及び、ある程度の広さの植物工場を用い

て栽培費試算を行い、事業採算性の検討を行う。この部分については、他企業の参画も

仰ぎながら、進めていく。 
国内での植物工場内栽培による事業化と並行して、米国、アジア市場での屋外栽培に

よる事業化も引き続き検討する。制度上可能な国に対しては、日本で収集したデータを

用いて安全性審査の申請を行うと共に、屋外での環境影響評価試験を実施する。そして、

これらの市場では、「5B系統」の品種登録による知財確保も目指す。  
ところで、今後の事業化に向けて、その重要な基盤となる特許「ミラクリンを発現す

る遺伝子組換え植物の作成方法」（2005年8月出願）が、2011年6月に日本で成立した（特

許第4757801号）。このことは、単独での事業化のみならず、ライセンスアウトによる事

業化も選択肢に加わったことを意味する。今後5年を目処にした事業化を目指す。 
 

４－３－４－２ 波及効果 

成果(１)から、 新規に開発したミラクリンターミネーター配列の利用は、ミラクリン以

外の高機能性物質の安定高生産のためにも役立つことが期待される。 

成果(２)から、 植物工場用の小型あるいはライフサイクルを短縮したトマト品種は、ト

マトを利用したミラクリン以外の高機能性物質大量生産システムのための資源として活

用できる。 

成果(３)から、本課題によるトマトのための閉鎖環境制御技術の確立は、実用化が進ん

でいる閉鎖型育苗システムを使ったトマトの育苗技術に直接的に応用することが可能で

ある。 

成果(５)から、 単離したプロモーターは、ミラクリン以外の様々な遺伝子の果実発現用

プロモーターとして、トマトだけなく他の植物での利用も期待できる。また、果実のみ

で発現させることで、植物の栄養生長に悪影響を及ぼすような機能性物質の生産も可能

にする。 
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表３. 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 

 

論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

(1)~(4) 14 29 2     

(5) 0 0 1     

(6) 2 0 1     

計 16 29 4     

（詳細は、添付資料に記載） 
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４－４「有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発」 

４－４－１ 目的 

 この課題では、抗腫瘍活性、抗菌活性、抗チロシナーゼ活性、抗酸化活性等、多彩で

有用な生理活性を示す植物特有のプレニル化芳香族化合物を、高効率・高生産する植物

を作出するための技術開発、即ちホスト・代謝工学デザイン・効率的回収法等を理論的

に組立てた研究開発を行い、機能性食品や医薬品原料の生産に資することを目的とする。 

 プレニル化芳香族化合物の代表であるプレニル化ポリフェノール類は、有用な生理活

性を示すことから効率的生産が望まれている。例えば、女性ホルモン様活性の高いプレ

ニルナリンゲニンや、高品質プロポリスの抗酸化活性本体であるドゥルパニンがその好

例である。しかしながら、プレニルナリンゲニンとドゥルパニンの植物内含有量は一般

にきわめて低く、精製も容易ではない上、その生合成の鍵酵素であるプレニルトランス

フェラーゼ（プレニル化酵素）は植物から取得されてはいない。 

 このような状況下、東京大学では土壌微生物の放線菌から基質特異性の広いプレニル

トランスフェラーゼを取得したことから、この酵素遺伝子を植物に導入し高発現させる

ことで、プレニルナリンゲニンを高生産できると考えた。同様に、放線菌より p-クマル

酸からドゥルパニンを合成できるプレニルトランスフェラーゼ遺伝子の取得を計画した。

一方、京都大学は組換え植物における高度代謝工学、即ち外来酵素タンパク質の細胞内

局在を制御する技術と、生産物の輸送・蓄積を制御する技術を持っている。酵素の特徴

から新規な有用成分が得られる可能性にも配慮し、生物活性を指標とした化合物の選定

を併行して行い、ターゲット化合物を絞り込んで代謝工学に反映させる。 

 このような状況下、東京大学では土壌微生物の放線菌から基質特異性の広いプレニル

トランスフェラーゼを取得したことから、この酵素遺伝子を植物に導入し高発現させる

ことで、プレニルナリンゲニンを高生産できると考えた。同様に、放線菌より p-クマル

酸からドゥルパニンを合成できるプレニルトランスフェラーゼ遺伝子の取得を計画した。

一方、京都大学は組換え植物における高度代謝工学、即ち外来酵素タンパク質の細胞内

局在を制御する技術と、生産物の輸送・蓄積を制御する技術を持っている。酵素の特徴

から新規な有用成分が得られる可能性にも配慮し、生物活性を指標とした化合物の選定

を併行して行い、ターゲット化合物を絞り込んで代謝工学に反映させる。 

 本課題では、東京大学がプレニルトランスフェラーゼ遺伝子の提供と酵素機能の解析、

プレニル化芳香族化合物の同定を担当し、京都大学は高度代謝工学を駆使して植物にプ

レニルトランスフェラーゼ遺伝子を高効率に発現させ、目的物質を高生産させる体制を

取る。生理活性検定は外注とする。ホスト植物としては、ナリンゲニンなどのフラボノ

イドと p-クマル酸が供給可能で形質転換可能なマメ科のミヤコグサと、食経験のあるト

マトを選んだ。製品としては、組換え植物からプレニル化ポリフェノールを精製し、プ

ロポリスに添加することで機能強化プロポリスを作成することを想定している。そのた

め、プロポリスに関する基礎研究と販売実績のあるアピ株式会社と連携して開発を行う。 

 

４－４－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表１．全体目標および成果・達成度 
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最終目標・指標 最も生産性に寄与できる細胞内局在と遺伝子の組み合わせを

同定し、他植物にも応用可能な代謝工学デザインを決める。 

 設定理由・根拠等 天然型酵素の細胞内局在が必ずしも最終産物の蓄積高生産に

適しているとは限らないため、技術基盤として最適なデザイ

ンを知る必要がある。 

 成果 プレニル化ポリフェノールの生産に適したプレニル化酵素の

細胞内局在は、放線菌由来の可溶型蛋白質および植物由来の

膜結合型蛋白質のどちらに対しても、プラスチド（色素体）

が最も適していることを明らかにした。 

 達成度 100%達成 

最終目標・指標 フラボノイドとしてはプレニルナリンゲニンを、フェニルプ

ロパノイドとしてはドゥルパニンを高生産する組換え植物株

を選抜し、これらプレニル化芳香族化合物の生産に資する。 

 設定理由・根拠等 プロポリスにも微量含まれており、さらに添加することで機

能強化プロポリスをつくることが期待できる。 

 成果 トマトをホストとし、放線菌の改変プレニル化酵素遺伝子

TP-HypSc、および植物由来の遺伝子 N8DT を用いた場合、それ

ぞれ 3‟-および 8−プレニルナリンゲニンを生産させることに

成功した。これ以外にマメ科植物をホストとすることでイソ

フラボンのプレニル体の生産が可能であることも示した。 

 達成度 75%達成 

最終目標・指標 液胞膜局在が確認されれば、上記高生産株との交配により、

蓄積性を改善した二重遺伝子導入体を作製する。 

 設定理由・根拠等 蓄積性に問題があり生産性が上がらない場合にはその解決策

の一つとなる。 

 成果 開始当初は輸送体遺伝子を液胞に発現させて蓄積させること

を目指したが、中間評価より後は水耕液から生産物を回収す

る方向に変更した。そための水耕栽培系とモデル系での回収

プロトコールは確立したが、根におけるプレニル化化合物の

生産性は低かった。 

 達成度 70%達成 

最終目標・指標 より高い生産性を示す株を選抜するとともに、効率の良い生

産系、栽培法、抽出法を検討する。 

 設定理由・根拠等 蓄積性に問題があり生産性が上がらない場合にはその解決策

の一つとなる。 

 成果 株間によって生産性が大きく異なり、また、栽培法、抽出法

もトータルの生産効率に大きく影響することを示した。また、

放線菌由来の酵素遺伝子の場合、コドンユーセージの改変が

蛋白質の蓄積および生産量の両方に有効であった。 



90 

 

 達成度 100%達成 

 

４－４－３ 成果 

 （１）プレニルトランスフェラーゼ遺伝子の取得（京都大学、東京大学） 

 各種植物に遺伝子導入するため、放線菌からは、基質特異性の広い可溶型プレニル

トランスフェラーゼ遺伝子 Orf2、HypSc、NovQ、Fur7、SCO7468 をクローニングするこ

とに成功した。植物からは、マメ科多年草クララの培養細胞から、新規のプレニル化

酵素遺伝子３種（SfN8DT、SfG6DT、SfiLDT）をクローニングすることに成功した。こ

れら植物の酵素はいずれも膜結合性で、放線菌のものとは異なるファミリーに属する

酵素であることを明らかにした。 

 

（２）プレニルトランスフェラーゼのインビトロ機能評価（京都大学、東京大学） 

 可溶型プレニルトランスフェラーゼ遺伝子 Orf2、HypSc、NovQ、Fur7、SCO7468 の各

組換え酵素の機能解析を行い、それぞれの酵素が生成するプレニル化化合物を同定し

た。具体的な化合物名は添付資料に記した。 

１） Orf2 反応で合成されるプレニル化化合物 

Orf2 は、ゲラニル２リン酸(GPP)をゲラニル基供与体として、フラボノイドの A

環の水酸基のオルト位または水酸基に、またはレスベラトロールなどの植物ポリ

ケチドの A 環の水酸基のオルト位にゲラニル基を付加してプレニル化化合物を生

成する。合計 14 種の化合物を同定した（添付資料参照）。 

２） HypSc 反応で合成されるプレニル化化合物 

HypSc は、ジメチルアリル２リン酸(DMAPP)をジメチルアリル基供与体として、フ

ラボノイドの A 環の水酸基のオルト位と、レスベラトロールなどの植物ポリケチ

ドの A 環の水酸基のオルト位にジメチルアリル基を付加してプレニル化化合物を

生成する。合計 5 種の化合物を同定した（添付資料参照）。 

３） NovQ 反応で合成されるプレニル化化合物 

NovQ は、DMAPP をジメチルアリル基供与体とし、フラボノイド B 環の水酸基のオ

ルト位、レスベラトロールなどの植物ポリケチドの B 環の水酸基のオルト位、お

よびフェニルプロパノイドの水酸基のオルト位にジメチルアリル基を付加して以

下のプレニル化化合物を生成する。合計 12種の化合物を同定した（添付資料参照）。 

４） Fur7 反応で合成されるプレニル化化合物 

Fur7 は、GPP をゲラニル基供与体または DMAPP をジメチルアリル基供与体として、

ナフタレン誘導体の水酸基のオルト位にゲラニル基またはジメチルアリル基を付

加して以下のプレニル化化合物を生成する。レスベラトロールにもゲラニル基を

付加する。合計 8 種の化合物を同定した（添付資料参照）。 

５） SCO7468 反応で合成されるプレニル化化合物 

SCO7468は、DMAPP をジメチルアリル基供与体として、インドール系化合物の 5 位、

6 位、7 位のいずれかにジメチルアリル基を付加して以下のプレニル化化合物を生

成する。合計 6 種の化合物を同定した（添付資料参照）。 
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以上のプレニル化化合物は、市販されていない化合物を多数含むため、個別要素技術（３）

組換え植物の生産性評価のための有用な標品として使用された。  

 植物由来のプレニルトランスフェラーゼ遺伝子に関しては、遺伝子産物が膜結合性蛋白

質であることから出芽酵母を用いて行い、以下の結果を得た。  

６）SfN8DT のプレニル化特性 

DMAPP（炭素数５）を特異的プレニルドナーとして、またナリンゲニンなど 7-位に水

酸基を有する尐数のフラバノンのみを特異的プレニルアクセプタとして認識し、その

8 位にプレニル基を導入する活性を示すことを明らかにした。 

７）SfG6DT のプレニル化特性 

DMAPP を最も良いプレニルドナーとして GPP（炭素数 10）も基質とすること、プレニ

ルアクセプタとしてはイソフラボンのゲニステインのみを特異的基質としてその６

位にプレニル基を導入する活性を示すことを明らかにした。 

８）SfiLDT のプレニル化特性 

DMAPP とカルコンのイソリキリチゲニンを特異的基質とする酵素であることを示した。 

 以上の植物由来プレニルトランスフェラーゼは、基質並びに生産物特異性が高いため、

特定のプレニル化化合物を生産させるために適したツールとして利用された。 

 

（３）組換え植物の作製と生産性評価（京都大学、東京大学） 

 代謝工学デザインを決めるためのシステマティックな技術開発は、ミヤコグサをホ

ストにして行った。用いた放線菌由来の可溶型プレニルトランスフェラーゼ遺伝子は

３種（Orf2、HypSc、NovQ）で、それぞれを細胞質、プラスチド、ミトコンドリアに局

在させた形質転換体を作成した。また、基質特異性の高い植物由来の酵素２種（SfN8DT、

SfG6DT）に関しては、プラスチドシグナルを有していることから全長 cDNAを導入した。

最終的に、合計 624 種類のミヤコグサ形質転換体を作成し、組換え温室で育成し、そ

れぞれ遺伝子発現解析と生産性評価に供した。そのデータを元に、トマトをホストと

してプラスチド局在とした改変 HypSc(TP-HypSc)並びに SfN8DT を、果実特異的 E8 プロ

モータを利用し、主に矮性トマト品種 MicroTom に導入し、同様に解析した。 

 ミヤコグサの場合、ナリンゲニン基質を供給した系で生産性を評価したが、それぞ

れのプレニルトランスフェラーゼの細胞内局在と生産性を照合した結果、プラスチド

に酵素蛋白質を局在させた場合に最も生産性が良いことが明らかとなった。放線菌の

酵素遺伝子により生産された化合物は、６位がプレニル化されたナリンゲニンとゲニ

ステインが生産されることが分かった。また、コドンユーセージの改変は生産性向上

に有効であった。植物由来の SfN8DT および SfG6DT では、理論通りそれぞれ８プレニ

ルナリンゲニンおよび６プレニルゲニステインが基質供給下で生産できた。なお、化

合物の同定は主に LC-MS を用いて、標品と直接比較することで行った。 

 トマトにおいては、基質供給すること無く果実でプレニル化フラボノイドの生産が

認められた。なお、TP-HypSc 発現体において、インビトロでは生産されなかった 3’-

プレニルナリンゲニンがトマト果実での産物であったことは注目に値する。 

 

（４）プレニル化合物の機能評価（京都大学） 
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 ヒト胃ガン細胞 KatoIII およびヒト大腸ガン SW480 細胞に対して、プレニル化フラボ

ノイドが強い増殖抑制活性を示すことを明らかにした。また、MRSA などに対する抗菌活

性、および抗 NO 産生活性評価を行い、ドゥルパニンなどのフェニルプロパノイドに抗生

剤との併用による抗菌活性の相乗効果を認めた。また、上記の成果から、生産が認めら

れた 8-プレニルナリンゲニンの実用化を想定し、安全性の試験、有効性の試験などを行

った結果、本化合物は 10-9 M 以上でエストロジェン活性を示すことが確認された。 

 単回投与における毒性試験により、8-プレニルナリンゲニンの安全性を評価した。そ

の結果、2000 mg/kg の投与においても死亡例は観察されず、最小致死量は 2000 mg/kg

を超える量と推察された。投与 8 日以降では体重及び摂餌量とも順調な推移を示し、投

与に起因した剖検所見もみられなかった。 

 

４－４－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

４－４－４－１ 事業化の見通し 

 プレニル化ポリフェノールは、プロポリス等に添加することで機能性食品や特定保健

用食品の候補成分となりうるため、実績のあるアピ株式会社と事業化の検討を行った。 

 平成１８年度：組換え温室を整備し、組換え植物によるプレニル化ポリフェノールの

生産基盤の構築を開始した。 

 平成１９年度：新たに NovQ および N8DT を取得し、形質転換ラインに乗せた。これに

より生産を目指したドゥルパニンと 8-プレニルナリンゲニンの生産に実現性ができた。 

 平成２０年度：Orf2 と N8DT を導入した組換えミヤコグサを用いて、野生株ではまっ

たく検出されないプレニル化フラボノイドを生産させることに成功した。アピ株式会社

と引き続き、プレニル化ポリフェノールの精製法と活性の確認を進めた。 

 平成２１年度：高生産株のスクリーニグと生産性・効率性を向上させる研究とを継続、

進展させた。計画の一部である輸送体遺伝子による組織内蓄積を、細胞外放出と水耕液

からの回収に修正した。 

 平成２２年度：組換え植物によるプレニル化ポリフェノールの生産に必要な代謝デザ

インを確立した。アピ株式会社により目的化合物の生理活性と安全性が確認できた。 

 

４－４－４－２ 波及効果 

（１）この課題を実施中に得られたプレニル化酵素遺伝子は、様々な生理活性を示すプ

レニル化化合物の生産に向けた代謝工学に、今後も大いに利用されると期待される。 

（２）酵素活性のインビトロ評価で得られた触媒特性は、代謝工学デザインに役立つの

みでなく、同定用の標品を供給できることで、本分野の発展に貢献する所が大きい。 

（３）組換え植物を用いた生産性の評価により、この化合物群を生産させるための基本

的な代謝工学デザインが確立された。また、生産化合物の構造特異性がホスト依存的で

あるとの知見は、本化合物群のみならず将来の代謝工学全体に及ぼす影響が大きい。 

（４）プレニル化化合物の生理活性は多く報告されているが、安全性に関しては報告例

がなく、この課題で行われた成果は今後各方面での実用化にとって有益な情報となる。
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特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の

被 引 用

度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ

イ セ ン

ス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１）～（３） 13 71 3 0 0 0 0 

（４） 0 0 0 0 0 0 0 

計 13 71 3 0 0 0 0 

 

４－４－３ 補足資料 

（２）それぞれの酵素が生成するプレニル化化合物を以下のように同定した。 

１）Orf2 反応で合成されるプレニル化化合物 

6-geranyl naringenin、7-O-geranyl naringenin、6-geranyl apigenin、7-O-geranyl apigenin、
7-O-geranyl genistein、7-O-geranyl daidzein、2-geranyl olivetol、4-geranyl olivetol、
4-geranyl resveratrol、2,4-digeranyl resveratrol、6-geranyl galangin、6-geranyl sakuranetin、
6-geranyl isosakuranetin、7-O-geranyl isosakuranetin．  

２）HypSc 反応で合成されるプレニル化化合物 

6-dimethylallyl naringenin 、 2-dimethylallyl olivetol 、 4-dimethylallyl olivetol 、

2-dimethylallyl resveratrol、6-dimethylallyl isosakuranetin. 
３）NovQ 反応で合成されるプレニル化化合物 

3‟-dimethylallyl naringenin 、 4‟-dimethylallyl naringenin 、 3‟-dimethylallyl apigenin 、

3‟-dimethylallyl daidzein 、 3‟-dimethylallyl genistein 、 4‟-dimethylallyl genistein 、

3‟-dimethylallyl resveratrol、3-dimethylallyl p-coumaric acid、4-O-dimethylallyl p-coumaric 
acid、3-O-dimethylallyl caffeic acid、4-dimethylallyl caffeic acid、3,4-di(dimethylallyl) 
caffeic acid． 

４）Fur7 反応で合成されるプレニル化化合物 

2-geranyl resveratrol 、 (E)-7-((3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)oxy)-5-hydroxy- 
2-methoxy-3-methylnaphthalene-1,4-dione 、 6-(3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl)-5,7- 
dihydroxy-2-methoxy-3-methylnaphthalene-1,4-dione 、 (E)-3-((3,7-dimethylocta-2,6- 
dien-1-yl)oxy)-5-hydroxy-2-methoxy-3-methylnaphthalene-1,4-dione 、 (E)-3-(3,7- 
dimethylocta-2,6-dienyl)-2,5,7-trihydroxynaphthalene-1,4-dione 、 3-(3,7-dimethylocta- 
1,6-dien-3-yl)-2,5,7-trihydroxynaphthalene-1,4-dione、2,5,7-trihydroxy-3-(3-methylbut- 
2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione 、 2,5,7-trihydroxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl) 
naphthalene-1,4-dione． 

５）SCO7468 反応で合成されるプレニル化化合物 

6-dimethylallyl indole、6-dimethylallyl 5-hydroxyindole、5-dimethylallyl 4-hydroxyindole、

7-dimethylallyl 4-hydroxyindole、6-dimethylallyl indole3-acetic acid、6-dimethylallyl triptophan． 

以上のプレニル化化合物は、個別要素技術（３）組換え植物の生産性評価のための有用な

標品として使用された。  
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５．【有用物質生産のための基盤植物作出技術研究開発】 

５－１「閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発研究」 

５－１－１目的 

「（１）閉鎖型栽培施設に適した形質を有する基盤植物の開発」では、主に形態を中心

に閉鎖型植物生産施設を利用した有用物質生産に適した形質を有する基盤植物の開発を

目的とする。バイオマスが多く、栽培も容易であることから植物による物質生産におい

て世界中で最も多く用いられているタバコ、遺伝子情報が豊富であり、経口ワクチン等

の生産プラットフォーム候補として研究が進められているイネ、資源枯渇等に対応する

ため国内での大量栽培技術の開発が望まれている薬用植物（オウレン等）を対象植物と

した。これら植物種に対し、産総研で新規に開発した遺伝子サイレンシング法の一種で

ある CRES-T 法等を用い、生育・伸長、光感受性等の特定の形質に関与する遺伝子の発現

を制御し、閉鎖型植物工場での物質生産に適した形質を付与することを目的とした。研

究の実施には、それぞれの植物種に関する遺伝子組換え技術、栽培技術について高度の

専門性が必要であるため、タバコは独立行政法人産業技術総合研究所、イネは独立行政

法人農業生物資源研究所、薬用植物は独立行政法人医薬基盤研究所が担当した。 

一方、植物に由来する糖タンパク質を修飾するアスパラギン結合型糖鎖（N-結合型糖

鎖）は、動物では認められない α-1,3-フコース、β-1,2-キシロース修飾を受ける。こ

れらの構造は、生体内に投与した際にアレルゲンになる可能性が指摘されており、医療

用糖タンパク質を遺伝子組換え植物で生産した場合、その除去が必要となる。そこで

「（２）植物型糖鎖修飾抑制基盤植物の開発」において、植物型糖鎖修飾フリーの植物生

産医療用糖タンパク質等を生産可能な基盤植物・技術の開発を目指し、研究課題として、

①植物ウイルスベクターを用いた糖鎖修飾抑制技術の開発及びその評価、②遺伝子組換

え植物における植物型糖鎖修飾抑制技術の開発及びその評価、③植物型糖鎖修飾を有す

る糖蛋白質の除去技術の開発（以上、独立行政法人産業技術総合研究所）、④単一な糖鎖

構造を付加するためのシステム開発（国立大学法人大阪大学）、を行った。対象植物とし

ては、バイオマスが多く、栽培も容易であることから植物による物質生産において世界

中で最も多く用いられているタバコを用いた。また、新規連携課題として、⑤コメ生産

蛋白質の糖鎖構造解析（国立大学法人大阪大学、日本製紙株式会社、独立行政法人産業

技術総合研究所）、を実施した。 

 

５－１－２ 全体目標及び成果・達成度 

（１）閉鎖型栽培施設に適した形質を有する基盤植物の開発 

表１．全体目標及び成果・達成度 

最終目標・指標 雄性不稔、節間が短くなり、背丈が 30～40%以上矮化、葉数

が 20%以上増加、栽培サイクルが 20%以上短縮あるいは延長し

たタバコ植物体の作出 

 設定理由・根拠等 閉鎖系栽培施設で物質生産させるための適切な条件に基づい

て設定した 

 成果 産総研で開発した新規遺伝子サイレンシング法を用い、細胞
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伸長を抑制する因子を発見し、それらを利用して、野性型と

比較して単位面積あたり 7 倍の個体数の栽培が可能なタバコ

を開発した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 イネ：【栽培サイクル】20%短縮【背丈矮化】20%の矮化【光補

償点】光補償点の 20%低減 (栽培コスト 20%低減でも可)  

 設定理由・根拠等 【栽培サイクル】栽培サイクルの短縮によってコスト減が期

待でき、栽培サイクル短縮による収量が低下することを考え

20%を最終目標とした。【背丈矮化】収量性を変えずに、矮化

を達成できると範囲として 20%の矮化値を最終目標とした。

【光補償点】単位時間・単位体積当たりの栽培コスト低減を

目指し、光補償点の低減を目標に設定したが、まず、20%を目

標に設定した(栽培コスト低減でも可)。 

 成果 【栽培サイクル】品種 T65 を基準に、20%短縮は達成できてい

る。【背丈矮化】20%わい化系統は作成済み。他の品種へも適

応可能【光補償点】電源にかかる栽培コストを 20%カット 

 達成度 100% 

最終目標・指標 根の総量及び根茎の大きさが 20%以上増大及び栽培サイクル

が 20%以上短縮したオウレン植物体の作出 

 設定理由・根拠等 オウレンはゲノム情報に乏しく，ライフサイクルが長いため，

形態改変のための導入候補転写因子遺伝子は、主としてシロ

イヌナズナでスクリーニングされたものを用いた。異種植物

由来遺伝子を用いた場合の実現可能な数値として、薬用成分

生合成部位（根）及び薬用部位（根茎）収量の 20%増加と設

定した。 

 成果 半年間の栽培で日本薬局方規格値以上のベルベリン含量が得

られる新規養液栽培法（特許申請済み）を確立した。また、

シロイヌナズナの形質転換体で葉の大型化が認められたキメ

ラリプレッサーが導入され、アルカロイド生産性に影響を及

ぼすことなく生育が改善されたセリバオウレン組換え植物の

作出により、株当りのベルベリン収量が 25%増加した。 

 達成度 100% 

 

（２）植物型糖鎖修飾抑制基盤植物の開発 

表２．全体目標及び成果・達成度 

最終目標・指標 ①及び②で開発される技術を総合して、植物型糖鎖構造の 70%

以上の抑制 

 設定理由・根拠等 遺伝子の完全な抑制は困難であると予想されるが、より抑制

効果の高い遺伝子配列の探索等を行い、70%以上の抑制を最終
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目標とした。 

 成果 α-1,3-フコース、β-1,2-キシロース修飾が抑制された遺伝

子組み換え植物体の作出に成功した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 植物型糖鎖修飾に特異的なモノクローナル抗体を用いた抗体

カラムを作成し、植物型糖鎖修飾を持つ蛋白質の選択的除去

を行う。 

 設定理由・根拠等 平成 20 年度までの研究成果を基に、更に植物型糖鎖修飾特異

的モノクローナル抗体の作成を行う。抗植物型糖鎖修飾特異

的抗体カラムの作成は、既存の技術で可能であり、本抗体カ

ラムによる植物型糖鎖修飾を有する糖蛋白質の選択的除去を

技術の開発及びその試験を行うことを最終目標とした。 

 成果 植物型糖鎖修飾を有さないマウス GM-CSF を抗体カラムによ

り精製が可能であることを示した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 高マンノース型糖鎖含量を 20%以下、植物型糖鎖修飾を受け

た糖鎖含量が 30%以下とし、アレルゲン性の無い糖鎖の存在

比を大幅に増加させることを目指す。 

 設定理由・根拠等 糖転移酵素遺伝子発現抑制株と糖加水分解酵素活性が上昇し

た株を交配し、植物型糖鎖修飾を有する糖鎖を 30%以下、高

マンノース型糖鎖を 20%以下とすることで、アレルゲン性の

無い糖鎖の存在比を大幅に増加させることが可能である。 

 成果 糖加水分解酵素高発現かつ糖転移酵素遺伝子発現抑制の二重

形質転換植物体の 3 系統について、選抜した T1 または T2 世

代植物の糖鎖解析を行った。その結果、単一糖鎖含量は 66～

76%、初期型糖鎖含量は約 11%、植物型糖鎖含量は 4～10%であ

った。これら二重形質転換植物体で生産したヒト由来タンパ

ク質の糖鎖構造に変化があることを示した。 

 達成度 100% 

最終目標・指標 遺伝子組換えコメよりターゲットタンパク質を精製し、糖鎖

構造を解析する。 

 設定理由・根拠等 遺伝子組換えコメで生産したターゲットタンパク質の

SDS-PAGE 解析結果、タンパク質が 2 種存在することが判明し

た。その原因が糖鎖付加にあると考えられるため。 

 成果 高分子量タンパク質には糖鎖が付加しており、その主構造は

Man3GlcNAc2 であった。低分子量タンパク質は糖鎖付加を認め

ることが出来なかった。 

 達成度 100% 
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５－１－３ 成果 

（１）閉鎖型栽培施設に適した形質を有する基盤植物の開発 

①タバコを用いた基盤植物の開発（独立行政法人産業総合研究所生物プロセス研究部門

遺伝子転写制御研究グループ） 

 形態形成に関与する転写遺伝子の探索を促進するため、CRES-T 法によりタバコの遺伝

子発現を効率的に操作し、多段式栽培が可能な節間が短い、葉数が多い等の閉鎖型植物

生産施設に適合した形質を有するタバコの作出を進め、これまでに、矮性を誘導するシ

ロイヌナズナ At2g43060 転写因子(SKH)に対するキメラリプレッサーを同定した。この転

写因子は、細胞の節間伸長を抑制する遺伝子であることを明らかにし、タバコで発現さ

せると節間伸長が抑制され、草丈が低い植物体が得られる。この植物体においては、野

生型と比較して草丈が 50%以上短縮しているが、葉数が 2.5 倍以上増加していた（10 個

体の平均値）（図 5-1-3-1）。これらの成果は、植物の背丈を制御する中心因子を見つけ

たことにあり、さらにこの因子は、多様な植物に応用できることを明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-3-1. Ag2g43060 キメラリプレッサーを発現するタバコ植物の野性型との比較 

左図：タバコ形質転換体の写真；右図：（左から）野性型に比べ、高さが低い、

葉の枚数が多い、葉の大きさが小さく丸い 

Ag2g43060 キメラリプレッサーを発現するタバコ植物の栽培必要容積について解析を

行った結果、Ag2g43060 タバコ植物では、1 m3 あたりの栽培可能な数は、野生型と比較

し、約 7 倍の個体数が栽培可能である事が判った。Ag2g43060 タバコ植物のバイオマス

量、総タンパク量、導入遺伝子の物質生産量の比較を行った。その結果、Ag2g43060 タ

バコは、播種後 10 週目において、野生株と比較べ栽培容積 1 立方メートルあたりのバイ

オマス量（葉の質量）及び総タンパク質量が 3-4 倍増加、導入遺伝子由来のタンパク質

量が 5 倍程度増加していた。以下に主要な成果をまとめる。 

1)シロイヌナズナ植物において矮性及び多葉、不稔、花成遅延を誘導するキメラリプレ

ッサーを同定した。 2) Ag2g43060 キメラリプレッサーを導入した形質転換タバコを作

出し、シロイヌナズナと同様に有用形質が誘導されることを示した。3) At2g43060 タバ

コで、野性型に比べ草丈は 30～50%抑制、葉数は 30%以上増加させることに成功した。 

４)外来遺伝子を導入した矮性タバコは野生株と比較して、栽培容積あたり（1 m3）のバ

イオマス量（葉の質量）、総タンパク質量、導入遺伝子由来のタンパク質量が 3-5 倍程度

増加することを示した。 

②イネを用いた基盤植物の開発（独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人産業

技術総合研究所生物プロセス研究部門遺伝子転写制御研究グループ） 
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【栽培サイクル】 

品種 T65 に開花遺伝子 Hd1 と Ehd1 を導入し、開花を調べた。播種後 50 日から 160 日

以上の範囲で、出穂期を制御できる栽培条件を見出した。品種 T65 は通常 90～100 日で

出穂するので、栽培サイクルの 20%短縮は達成できた。 

【背丈矮化】 

作出した sd1-RNAi 系統（2 種類のコンストラクト、各 13～16 系統）について、出穂

後の草丈及び穂長を測定した。この結果、目的通り穂長にはほぼ変化がなく草丈のみが

野生型よりも低くなった半矮性表現型を示す系統が数系統得られた（図 5-1-3-2、図

5-1-3-3）。 

           

図 5-1-3-2. sd1-RNAi 系統の T0 世代による表現型   図 5-1-3-3.代表的な sd1-RNAi 導

入系統（右）   

図 5-1-3-4. sd1-RNAi 導入個体

の収量性 

各個体当りの総籾数を青い棒

グラフで、総稔実籾数を赤い棒

グラフでそれぞれ示した。図中

の折線グラフは個体当りの稔

実率を示す。 

  

sd1-RNAi 導入系統のうち、その効果が比較的高く且つ種子が十分得られた系統（#1-2, 

#1-15 及び#2-5）について、T1 世代における草丈に対する効果及び収量性を調査した。

栽培条件としては、長日（14.5 時間日長）のグロースチャンバー（GC）で約 1 ヵ月栽培

後、短日（10 時間日長）の GC に移し完全に登熟するまで栽培した。一個体当りの籾数

についてはコントロールである日本晴と同等の個体がみられるが（日本晴：464～669 粒、

RNAi#1-12：418～504 粒、RNAi#1-15：317～606 粒）、稔実率が低下する傾向にあった（日

本晴：63.3～73.0%、RNAi#1-12：29.2～56.5%、RNAi#1-15：19.6～39.3%）（図 5-1-3-4）。 

【光補償点】 

開花を促進する作用を持つ青色光 LED で栽培し、イネ品種を播種から結実までさせる

栽培条件を確立した。メタルハライドランプの消費電力からの比較で、消費電力は 20%

以下に抑えられている。空調を考慮する更なる効果が期待できる。収量性への効果は今

後の評価が必要である。 
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③薬用植物を用いた基盤植物の開発（独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人産業

技術総合研究所生物プロセス研究部門遺伝子転写制御研究グループ） 

 半年間の栽培で日本薬局方規格値以上のベルベリン含量が得られる、植物体の地下

部（根、根茎等）を使用部位とする薬用植物の生産に適した新規養液栽培法（特許申

請済み）を確立した（図 5-1-3-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-3-5. 養液栽培生産セリバオウレン(CjWT, CjHE4')と市販日本産オウレンの比較 

 

 閉鎖型植物生産施設での養液栽培に適した基盤植物の作出については、シロイヌナズ

ナの形質転換体で葉の大型化が認められたキメラリプレッサーHR0169-SRDX の導入によ

り、アルカロイド生産性に影響を及ぼすことなく、地上部を矮化させ，地下部の生育が

改善されたセリバオウレンの作出に成功（図 5-1-3-6）し、株当りのベルベリン収量が

非組換え体に比べて 25%増加していることを確認した（図 5-1-3-7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-3-6. 184 日間養液栽培したセリバオウレン野生型（CjWT）及びキメラリプレッサ

ー導入体（CjWt-HR0169-SRDX）（左）とその地下部の生育比較（右） 

 

 

 

 

図 5-1-3-7. 184 日間養液栽培したセリバオウレン野生型

（ CjWT ） 及 び キ メ ラ リ プ レ ッ サ ー 導 入 体

（CjWt-HR0169-SRDX）のベルベリン収量の比較 
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（２）植物型糖鎖修飾抑制基盤植物の開発 

①植物ウイルスベクターを用いた糖鎖修飾抑制技術の開発及びその評価（独立行政法人

産業総合研究所生物プロセス研究部門植物分子工学研究グループ） 

 植物型糖鎖修飾に関連する遺伝子である、α-1,3-フコース転移酵素、β-1,2-キシロ

ース転移酵素、GDP-フコース及び UDP-キシロース合成に関与する遺伝子と推定される複

数の遺伝子を、タバコの一種である Nicotiana benthamiana より単離した。これら遺伝

子の一部をキュウリモザイクウイルスベクター（CMV ベクター）へ導入し、ウイルス誘

導遺伝子抑制を誘導することにより植物型糖鎖修飾関連遺伝子の抑制を試みた。その結

果、GDP-フコース合成に関与する GDP-mannose 4,6-dehydratase（GMD）遺伝子を抑制し

た際に N-結合型糖鎖へのフコース修飾が 80%以上抑制可能であった。 

②遺伝子組換え植物における植物型糖鎖修飾抑制技術の開発及びその評価（独立行政法

人産業総合研究所生物プロセス研究部門植物分子工学研究グループ及び遺伝子転写制御

研究グループ） 

GMD 遺伝子を抑制することにより、フコース修飾が抑制された糖鎖を有する遺伝子組

換え N. benthamiana を作出に成功した。また、β-1,2-キシロース転移酵素遺伝子を抑

制することにより、β-1,2-キシロース修飾が抑制された糖鎖を有する遺伝子組換え N. 

benthamiana を作出に成功した。両遺伝子組換え植物体を交配することにより、N-結合

型糖鎖へのフコース及びキシロース修飾が同時抑制された植物体の作出し、フコース及

びキシロース修飾が同時に抑制された糖鎖を有するマウス GM-CSF（mGM-CSF）の生産に

成功した（図 5-1-3-8）。 
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図 5-1-3-8. 植物型糖鎖修飾抑制タバコ生産 mGM-CSF の糖鎖構造（MALDI-TOF MS） 

③植物型糖鎖修飾を有する糖蛋白質の除去技術の開発（独立行政法人産業総合研究所生

物プロセス研究部門植物分子工学研究グループ） 

西洋ワサビペルオキシダーゼをマウスに投与することにより、植物型糖鎖修飾に特異

的な抗体の生産を行った。免疫化マウスより調製したハイブリドーマ培養上清に含まれ

る抗体を用いて抗植物型糖鎖修飾抗体カラムを作成し、植物型糖鎖修飾を有する

mGM-CSF の除去試験を実施した。その結果、抗体カラムにより植物型糖鎖修飾を有さな

い mGM-CSF の精製が可能であることが明らかとなった。 

④単一な糖鎖構造を付加するためのシステム開発（国立大学法人大阪大学生物工学国際

交流センター及び独立行政法人産業総合研究所生物プロセス研究部門植物分子工学研究

グループ） 
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 糖加水分解酵素高発現かつ糖転移酵素遺伝子発現抑制の二重形質転換植物体の選抜

した 3 系統について、植物の糖鎖解析を行った。その結果、単一糖鎖含量は 66～76%、

初期型糖鎖含量は約 11%、植物型糖鎖含量は 4～10%であった（図 5-1-3-9）。 

 

 

図 5-1-3-9. 二重形質転換植物  

の糖鎖構成割合 

 

 

また、これら二重形質転換植物体で生産したヒト由来タンパク質の糖鎖構造に変化があ

ることを示した（図 5-1-3-10）。 

 

 

 

  

 

 

 

図 5-1-3-10. 植物で発現したタンパク質 X のエンドグリコシダーゼ感受性試験。 

植物から抽出したタンパク質 X を酵素処理後、ウェスタンブロッティン

グで解析した。PNGase F は植物型フコースを持たない糖鎖を、Endo H

はマンノース末端を持つ糖鎖を、それぞれ切断する。交配株 A; 糖転移

酵素抑制植物とタンパク質 X 発現植物の交配植物。交配株 B; 糖転移酵

素抑制糖加水分解酵素高発現植物とタンパク質 X 発現植物の交配植物。

X; タンパク質 X 発現植物。Control; 動物細胞由来タンパク質 X。 

⑤コメ生産蛋白質の糖鎖構造解析（国立大学法人大阪大学生物工学国際交流センター、

独立行政法人産業技術総合研究所生物プロセス研究部門植物分子工学研究グループ及び

日本製紙株式会社） 

精製したターゲットタンパク質の解析ではバンドが 2 本得られ、その両方で糖鎖解析

を行った。高分子量タンパク質（バンド１）には糖鎖が付加しており、その主構造は

Man3GlcNAc2 であった。しかし、低分子量（バンド２）には糖鎖の付加を認めることが出

来なかった（図 5-1-3-11）。 

 

 

 

 

図 5-1-3-11. コメ生産蛋白質の糖鎖構造解析結果 
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５－１－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

５－１－４－１ 事業化の見通し 

本研究によって、閉鎖型栽培施設での育成に適したタバコ、イネ及び植物型糖鎖修飾

抑制植物が作出され、これ植物体を用いた医療原料等の物質生産が行われると予想され、

商業ベースに基づいた高い生産性、効率性が現実のものとなり、実用化に向けたプラン

ト開発が可能となると考えられる。薬用植物については、ある程度の規模で栽培し、か

つ生産コストを削減することにより、今後速やかに実用化に向けたプラントに移行可能

と考えられる。開発した技術、基盤植物体については既に特許出願を行っているものも

あり、閉鎖型栽培施設用、医療用有用物質生産用基盤植物体として種苗会社や製薬企業

等に、種苗の生産及び販売等の権利をライセンス化することで、ライセンス収入を得る

ことが可能である。各技術とも、既に製薬メーカーを含めた複数の企業から共同研究や

特許権の譲渡の提案があり、現在検討を進めている。 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度～ 

技術の特許化 
  

 

    

発展・実証的

研究 

      

企業等へのラ

イセンス化 

      

５－１－４－２ 波及効果 

（１）閉鎖型栽培施設に適した形質を有する基盤植物の開発(研究課題①～③) 

遺伝子組換え植物を用いた医薬生産では、世界中の企業・機関でタバコが基盤植物と

して用いられている。このことからも今後、閉鎖系栽培施設を利用した医薬生産におい

てもタバコが用いられることが予想され、本課題おける成果の波及効果は大きいと予想

される。イネの場合も、経口可食や薬品抽出のための遺伝子組換え体が作出される可能

性が高く、効率的な生産法や系統を確立する本開発研究の波及効果は大きい。薬用植物

に関する研究で得られた成果は、地下部を使用部位とする薬用植物の生産に広く応用可

能な方法である。栽培、収穫方法が簡素化でき、微生物や農薬汚染の恐れがない、安全・

安心かつ高品質の大量の薬用植物の供給が短期間で可能であることから、国内栽培が衰

退してしまった他の多くの薬用植物の国内生産を誘起することが出来ると考えられる。 

（２）植物型糖鎖修飾抑制基盤植物の開発(研究課題①～⑤) 

海外においても植物型糖鎖修飾抑制技術の研究は精力的に進められており、コケやタ

バコ等において、糖転移酵素遺伝子の抑制により植物型糖鎖修飾を抑制した報告がある。

本研究では、糖転移酵素遺伝子だけでなく糖ヌクレオチド合成に関与する酵素も対象と

して植物型糖鎖修飾の抑制に成功しており、これは海外特許等に影響されない独自の技

術開発である。本研究において汎用性の高い植物型糖鎖抑制技術の基本特許を取得する

ことで、また、作出した植物型糖鎖修飾が抑制された植物体を、植物による医療用糖蛋

白質生産における基盤植物とすることで、世界をリードすることが可能である。ガン治

療用抗体やサイトカイン類を始めとした多くの医療用蛋白質は糖鎖修飾を有する。植物

による医療用糖蛋白質生産システムが実用化することで、医学、歯学、獣医学、畜産等

幅広い分野で世界規模での非常に大きな経済的波及効果が期待できる。
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表３．特許・論文等件数 

要素技

術 

論文数 論 文 の

被 引 用

度数 

特許等件

数（出願

を含む） 

特 許 権

の 実 施

件数 

ラ イ セ

ン ス 供

与数 

取 得 ラ

イ セ ン

ス料 

国 際 標

準 へ の

寄与 

タバコを

用いた基

盤植物開

発 

3  2     

イネを用

いた基盤

植物開発 

1  1     

薬用植物

を用いた

基盤植物

の開発 

0  2     

植物型糖

鎖修飾抑

制基盤植

物の開発 

課題①～

③ 

2  1     

植物型糖

鎖修飾抑

制基盤植

物の開発 

課題④～

⑤ 

3  0     

計 9  6     

（詳細は、添付資料に記載） 
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５－２「植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発」 

５－２－１ 目的 

 植物を宿主とする有用物質の組換え生産は、そのコストが動物、微生物と比較して安

価なこと、植物は移動せず収穫も容易であること等から注目されている。有用タンパク

質である動物のサイトカイン／増殖因子や抗体は、分泌性のタンパク質であり、一部の

ものではその活性発現の為にＮ－結合糖鎖の付加が必須であることが知られている。 

植物の発現系は、植物が酵母等より動物に近いＮ－結合型糖鎖構造を持つことから、

これらのタンパク質を生産する系として適している。しかし、植物で有用タンパク質を

生産する場合には、これらのタンパク質に植物の分泌系固有の修飾が起らないことが必

須である。そこで、植物の分泌系固有のタンパク質修飾、すなわちタンパク質中のプロ

リン残基の水酸化とそれに引き続くアラビノガラクタンまたはオリゴアラビノースの付

加、及びセリン残基へのガラクトースの付加、を抑制する技術・知識が必要とされる。

しかし、植物特異的なＯ－結合型糖鎖修飾に関しての現在までの知見は限られている。

そこで本研究開発では植物特異的なＯ－結合型糖鎖修飾付加機構の解析を進めるととも

に現在までに同定されている付加に関する情報と遺伝子を利用することにより、植物で

の有用物質生産の基盤となる、「植物で発現させた外来有用タンパク質への、植物型糖鎖

修飾を抑制した植物を作出する技術」を開発することを目的とした。要素技術の（１）

および（２）は九州大学、（３）は産業技術総合研究所と崇城大学が主担当となり共同実

施した。 

 

５－２－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 有用蛋白質中の単独プロリンからなる糖鎖付加部位のうち

70%以上が糖鎖付加を受けていない形で有用タンパク質を発

現させたタバコを作出する。 

 設定理由・根拠等 植物特異的な糖鎖付加は必須であり、完全抑制は出来ない可

能性が高い。そこで、植物体として存在出来ると考えられ、

且つ糖鎖付加が低減されている条件として、70%を設定。 

 成果 ヒト CSF2 を、タバコ種子中にほぼ 100％糖鎖修飾を受けてい

ない形で、GFP との融合体の形として発現することが出来た。 

 達成度 100％ 

最終目標・指標 連続プロリン型糖鎖付加モチーフを持つ有用蛋白質を改変し

70%以上を修飾を受けない状態でタバコ植物中に発現させる。 

 設定理由・根拠等 糖鎖付加された分子を精製過程で除去できる割合から勘案。 

 成果 モデルタンパク質を用い、連続したプロリン残基からなる糖

鎖付加モチーフを同定した。次いで、糖鎖付加モチーフを持

つ有用タンパク質 4 種をタバコに発現させることを試みた

が、これらの蛋白質がタバコ中に蓄積されず、これらの蛋白
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質への糖鎖付加の有無は判別出来なかった。 

 達成度  50％ 

最終目標・指標 植物糖転移酵素遺伝子のタバコにおける発現抑制等により、

糖鎖付加のターゲットとなるセリン残基のうち、70%以上にお

いて糖鎖付加が抑制されたタバコ植物を作成する。 

 設定理由・根拠等 植物特異的な糖鎖付加は必須であり、完全抑制は出来ない可

能性が高い。そこで、植物体として存在出来ると考えられ、

且つ糖鎖付加が低減されている条件として、70%を設定。 

 成果 セリン残基に O-結合型でαガラクトースを転移する SGT 酵素

をコードする SGT1 遺伝子を、クラミドモナス、シロイヌナズ

ナ、タバコからクローニングすることに成功、SGT1 遺伝子の

抑制により、SGT 酵素活性の消失、SGT1 変異株におけるαガ

ラクトースの 50%減尐を確認した。 

 達成度 80% 

 

５－２－３ 成果 

（１）タバコ植物中でのプロリン水酸化酵素の制御による植物特異的なＯ-結合糖鎖付

加抑制法の開発（国立大学法人九州大学） 

 

 植物特異的な糖鎖付加のうち、蛋白質中に単独で存在するプロリン残基の水酸化とそ

れに引き続く糖鎖付加の活性は、葉などの栄養成長組織では高く、種子等の貯蔵組織で

は低いと想定される。そこでタバコ植物体で発現させたこの修飾を受ける蛋白質スポラ

ミンの、葉と種子での糖鎖付加程度を検討し、種子で発現したスポラミンは 10%以下し

か糖鎖付加を受けていないことを見出した。 

 同時に、糖鎖付加モチーフを持つヒトの有用タンパク質 10 種のそれぞれと GFP との融

合体のタバコ培養細胞での発現を試み、その結果、ヒトの CSF2 は安定的に発現された

が、他の多くのタンパク質は細胞内で分解されているという結果を得た。そこで、ヒト

の CSF2 を GFP との融合体として、タバコ植物に発現させ、その葉と種子中の修飾程度を

検討した。その結果、葉において発現させたものでは、糖鎖付加を受けていないフォー

ムは殆ど検出されず、一方、種子においては、糖鎖付加を受けたフォームが全く検出さ

れなかった（図 5-2-1）。このことは、スポラミンをモデル蛋白質として用いた解析によ

り、種子で発現させた場合には O-型糖鎖付加を受けないという性質が、蛋白質に依存し

ない事を示していた。従って、70％以上の蛋白質に O-結合型糖鎖付加を受けていない有

用タンパク質を発現するタバコ植物体を作成するという最終目標は達成された。 

 これと平行して、これら組織中に存在するプロリン水酸化酵素を抑制することにより、

糖鎖付加に必須なヒドロキシプロリンの生成を阻害したタバコ植物を確立する研究を進

めた。まず、4 種の 2 型プロリン水酸化酵素の cDNA をタバコからクローン化した。次い

でこれらの発現を RNA 干渉により抑制したタバコを作製した。これらのタバコにおいて

は、一部の糖鎖修飾が部分的に抑制されていることを見出した。 また同時に、糖鎖修
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飾の第一段階に働くプロリン水酸化酵素を阻害剤により抑制することによって、糖鎖修

飾の抑制を試みた。その結果、阻害剤処理により、糖鎖修飾の割合を 10％程度低下させ

うることを見出した。 

 
図 5−2-1 タバコの葉と種子、及びタバコ培養細胞 BY-2 株で発現させた

CSF2-GFP のポリペプチドパタ―ン  

 形質転換体およびコントロールの葉、種子または培養細胞から可溶性蛋白質

を抽出し、非加熱条件で SDS-PAGE により分離し、GFP の蛍光を蛍光イメージャ

ーで検出した。その結果、葉ではスメアバンドが顕著であり、糖鎖付加を受け

ていない分子は極僅かしか検出されなかった。一方、種子で発現したものには、

糖鎖付加を受いる位置に泳動される分子は見出せなかった。 

 

（２）連続したプロリン残基からなる植物特異的Ｏ-結合糖鎖付加配列モチーフを持つ

有用タンパク質のモチーフ破壊による修飾回避法の開発（国立大学法人九州大学） 

 

 変異を導入したスポラミンをモデル蛋白質とし、タバコ培養細胞での発現系を用いて、

連続したプロリン残基へのオリゴアラビノースとアラビノガラクタンの付加モチーフの

検討を進めた。その結果、プロリンが２個と 3 個以上連続した場合でモチーフが異なり、

3 個連続した場合は全て水酸化と糖鎖付加を受けること、２個連続した場合は、それに

引き続く３アミノ酸残基中のセリンとアラニン残基の数が１個ではオリゴアラビノース

が、２個以上ではアラビノガラクタンの付加が起ることを見出した。次いで、これらの

モチーフを持つヒトの蛋白質をデータベース検索により 4 種同定し、これらを GFP との

融合体として植物に発現を試みたが、安定的に発現するものが見出されず、最終的な解

析を行うことが出来なかった。 

 

（３）植物由来のセリン残基へのＯ-糖転移酵素の網羅的同定とその抑制によるＯ-結

合糖鎖付加抑制法の開発（産業技術総合研究所、学校法人崇城大学） 

 植物の糖タンパク質のＯ-結合型糖鎖付加に関する遺伝子は、これまで全く不明であ

ったが、本研究開発において、世界で初めてこの酵素（SGT）の活性の測定に成功した。 

タバコでは SGT 酵素は可溶化しなかったため、ゲノムデータが充実している単細胞

緑藻クラミドモナスにおいても SGT 酵素活性があることを確認し、SGT 酵素タンパク
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質の精製を行い、引き続き、クラミドモナスの SGT 酵素をコードする遺伝子をクロー

ニングした。シロイヌナズナおよびタバコなど高等植物にも相同遺伝子が存在し、酵母

細胞において発現させて酵素活性を測定したところ、いずれも強い SGT 活性が認められ

たことから、SGT1と命名した。 

SGT1 遺伝子は、単細胞緑藻から高等植物まで広く存在しているが、細菌、真菌、動

物には類似の遺伝子はなく、植物特異的な新規な糖転移酵素遺伝子ファミリーであった。

さらに、これまで知られている全ての糖転移酵素と異なり、SGT1 は C-末近傍に 1 回膜

貫通領域がある I 型膜タンパク質のトポロジーを持つ最初の糖転移酵素の例となり、従

来の糖転移酵素とは全く構造が異なっていた（図５－２－１）。 

 

図５－２－2 SGT1 遺伝子のドメイン構造。膜貫通領域が C 末近傍にある I 型膜タンパ

ク質であり、高等植物では、活性ドメインが２つ存在していた。 

 

シロイヌナズナにおいて、SGT1遺伝子のホモザイガスな T-DNA 挿入変異株の SGT 活

性を測定したところ検出限界以下であり、また、細胞壁中のαガラクトースの量も５０％

以下に減尐していることを確認した（図５－２－２）。タバコにおいては RNAi によって

同様の結果を得たことから、SGT1 遺伝子抑制株は、植物を宿主としたヒト・動物由来

タンパク質の生産宿主として有用であることを示すことができた。 

 

 

図５－２－3 シロイヌナズナ SGT1 変異株の解析。（A）野生型株（Columbia-0）および

SGT1 変異株で SGT 酵素活性を測定し、変異株で酵素反応産物（RT.16 分）の消失を確認

した。（B）細胞壁画分をαガラクトシダーゼ及びβガラクトシダーゼ処理し、遊離ガラ

クトース量を測定した。SGT1 変異株（グレー）で５０％減尐を確認した。 

 

（４）連携課題 

 

植物特異的な O-結合型糖鎖が付加されるタンパク質のダイズでの発現 

 ダイズで発現したスポラミンの、不定胚、種子と葉における修飾の解析を行うこと
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により、種子において糖鎖付加が抑制されていることが植物種を超え

て認められるか検討した。その結果、不定胚で発現したものはスメア

に泳動され、糖鎖付加が示唆されたが、種子では、糖鎖付加が起った バ

ンドは認められなかった （図 5-2-4)。そこで、ダイズにおいてもタバ コ

と同様に、種子においては糖鎖付加が起らないことが考えられた。 

 

５－２－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

 

５－２－４－１ 事業化の見通し 

 動物由来の遺伝子あるいは抗体医薬用の遺伝子を、動物培養

細胞で発現させると活性があるのに、植物で発現させると活性が無くなることがしばし

ば生じるが、その原因のひとつとして植物特異的な糖鎖付加が考えられている。単独の

プロリン残基への糖鎖修飾の種子での抑制については、種子でのタンパク質発現がこの

ことを目的としたものであるか、他の目的であるか見分けることが困難との判断から、

知材化には至らなかった。しかしながら，この知見は今後の物質生産に有用な知見であ

るので、他の項目との組み合わせたノウハウとして実用化に展開したいと考えている。

SGT に関しては、H21 年に基本特許を出願し、H22 年までに実施例の追加および PTC 出願

をし、H23 年に補強の出願をしてきた。平成 22 年以降、会社訪問、TLO、バイオジャパ

ン等のマッチングシステム、広報、学会発表、論文発表、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録等を通じて、植

物によるバイオ医薬生産をしている製薬企業等への連携を図っている。製薬企業が、独

自の植物を用いようとしても、全植物種に対する SGT1 遺伝子の取得・利用法を特許の範

囲にできた他、SGT 酵素の基質アミノ酸配列特異性解析の結果から、特許侵害を発見す

る技術の開発を進めるなど、ライセンシングするための条件の整備に努めている。 

 

５－２－４－２ 波及効果 

 

（１）種子を発現部位とすることで、単独のヒドロキシプロリン残基への糖鎖付加の抑

制が可能となったことから、今後このような修飾を受けるモチーフを含有するタンパク

質への植物特異的糖鎖付加を行わせない形での発現が可能となった。また、種子で糖鎖

付加が起らないということから、植物組織によりタンパク質修飾系の発現程度が異なる

ことが判り、今後その制御機構の解明が期待される。 

  

（２）連続したプロリン残基への糖鎖修飾モチーフが決定出来たことから、今迄糖鎖付

加を受けていることが想定されていなかったタンパク質についても糖鎖付加の推定が可

能となった。 

 

（３）SGT1 遺伝子が I 型膜タンパク質構造であったことから、糖転移酵素のバイオイン

フォマティクスによる探索・解析に根本的な変化を強いた。これにより今後、新たな糖

転移酵素群が発見される可能性が高まった。 

 

図 5-2-4. ダイズ不

定胚と子葉で発現

したスポラミン 
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表２．特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特許権の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１） 1  1 － － － － 

（２）    － － － － 

（３） 2  4 － － － － 

（４）        

計        

（詳細は、添付資料に記載） 
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５－３「ウイルスベクターを用いた高効率発現システムの開発」 

５－３－１ 目的 

 植物ウイルスベクターは、一般的な遺伝子組換え植物での物質生産（６ヶ月以上要す）

に比べ非常に短期間で（４週間以内）、また、塗抹接種のみという簡便な操作で目的物質

の発現が可能な機動性に優れた方法である。 

本課題は、ウイルスベクターの機動性を生かすモデルケースとして、ワクチン成分と

免疫増強分子の二つの物質を異なるウイルスベクターの同時感染により、短期間で生

産・効果確認を行う「デュアルシステム」の開発｛ホクレン農業協同組合連合会(ホクレ

ン)、産業技術総合研究所(産総研)、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター(北大

人獣)、北海道大学大学院農学研究院(北大農学院)｝、ある特定の２種類のウイルス混合

感染がウイルス増殖量を増大させる現象（相乗効果）のメカニズムを利用して、ウイル

スベクターの発現量を上げるウイルスベクター用基盤植物、「相乗効果システム」の開発

（ホクレン、産総研、北大人獣、北大農学院）、さらに、ウイルスベクターの実用化にお

いて最大の短所である、圃場におけるウイルスベクターの感染拡大による無秩序な遺伝

子拡散を、遺伝子組換え植物を利用して防止する「非拡散システム」の開発を行い（ホ

クレン、産総研、北大農学院）、従来システムより有用な植物ウイルスベクターによる物

質生産基盤技術を開発するものである。 

 

５－３－２ 全体目標および成果・達成度 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 （１）デュアルシステムの研究開発 

本システムによる目的タンパク質（ワクチン成分、免疫増強

成分）による動物での抗体産生が、単独投与あるいは非会合

標品投与の場合より増加しており、さらにウイルスに対する

免疫効果（発症・死亡率、ウイルスの回収等）を従来型ワク

チン（生ウイルスワクチン、不活化ワクチン）と比較し、免

疫効果の増加があることを確認する。 

 設定理由・根拠等 2 つの異なるウイルスベクターから発現したタンパク質が分

子会合した場合、複合体の抗原性が著しく上昇すると予想さ

れるため、効率的なワクチンの機動的生産システムの実証と

して設定した。 

 成果 本システムで生産したワクチン成分と免疫増強成分の会合物

を接種した動物での抗体産生が、単独投与あるいは単独＋市

販アジュバント投与の場合より増加しており、さらに赤血球

凝集抑制試験より、ウイルスに対する感染防御能を増強させ

る効果が示唆された。 

 達成度 100%達成 

最終目標・指標 （２）相乗効果システムの研究開発 

キュウリモザイクウイルス(CMV)ベクターは、従来植物葉 1g
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当り 16μg 程度の目的タンパク質を生産するが、本課題では

組換え基盤植物を用いて、植物葉 1g 当り 30μg 程度の目的タ

ンパク質の生産を達成する。 

 設定理由・根拠等 CMV 感染タバコでは、ポティウイルス感染による相乗効果に

より CMVの増殖量が 2倍程度に上昇することが知られている。 

 成果 CMV 増殖に対して相乗効果を誘導させる HC-Pro タンパク質を

発現するタバコにおいて、CMV ベクターへ組込んだマーカー

タンパク質の増加を確認した。 

 達成度 80%達成 

最終目標・指標 （３）非拡散システムの研究開発 

本課題で開発する遺伝子組換え基盤植物（3a 組換えタバコ等）

を用いて、改変 CMV ベクターの増殖・全身移行性を保持し、

かつ他の植物へ CMV ベクターが伝搬しない非拡散システムを

構築する。 

 設定理由・根拠等 3a 遺伝子を欠失した CMV ベクター(Δ3aCMV ベクター)は、ト

ランスに 3a タンパク質が供給されれば、全身感染可能である

ことを前提に、常時 3a タンパク質が発現する形質転換体が、

Δ3aCMV ベクターによる物質生産基盤植物になる。 

 成果 3a 組換えタバコ（N.benthamiana）から供給される 3a タンパ

ク質依存的に、Δ3aCMV ベクターが増殖・全身移行すること

を確認した。 

 達成度 75%達成 

 

５－３－３ 成果 

（１）デュアルシステムの研究開発（ホクレン、産総研、北大農学院、北大人獣） 

 本システムを用いたモデルケースとして、高力価ワクチンの開発を目指すため、ま

ず、CMV ベクターに、鶏ニューカッスル病ウイルス（NDV）のワクチン成分遺伝子を導入

し、一方で、Potato virus X ベクターに、免疫増強成分遺伝子を導入した。ワクチン成

分遺伝子には、免疫増強成分と結合させるためのロイシンジッパー配列を付加し、免疫

増強成分遺伝子には、ワクチン成分と結合させるためと、免疫増強成分同士の多量体形

成のための 2 種類のロイシンジッパー配列を付加した。 

これらのウイルスをタバコに混合接種し、感染植物において、ワクチン成分および免

疫増強分子が発現し、両成分がロイシンジッパーにより会合していることを確認した。

この混合感染植物から精製したタンパク質複合体を用いて、ニワトリへの免疫試験を実

施した結果、2 羽ともに免疫前に比べて抗体価の上昇が確認できた。さらに、上記の血

清を使用して、赤血球凝集抑制（HI）試験を行った結果、混合感染葉からの精製産物を

接種した群の 2 羽ともにおいて、HI 価の上昇が確認できた。混合感染葉を接種した鶏で

は HI 抗体価が 320 倍以上（参考文献；山田進二著、「改訂鶏のワクチン」によると、HI

価が 32～64 倍であれば、100％の防御効果が期待できる。）に上昇したことから感染防御



112 

 

効果が十分に期待できると考えられた。  

 

（２）相乗効果システムの研究開発（ホクレン、産総研、北大農学院、北大人獣） 

 CMV ベクターでの物質生産量を増加させるシステムの構築にあたり、CMV に対して相

乗効果を誘導することが報告されているポティウイルスの HC-Proタンパク質を用いて、

CMV ベクター接種用の高発現基盤植物（タバコ）を作成した。まず、3 種類のポティウ

イルスの HC-Pro タンパク質のうちで、最も CMV ベクターの増殖に効果のある HC-Pro タ

ンパク質を選抜するため、それぞれのポティウイルスの HC-Pro と CMV とを一過的に発現

させ、CMV に組み込んだマーカータンパク質の発現量を測定した。その結果、Potato virus 

Y の HC-Pro タンパク質が最も有効であることが分かった。この HC-Pro 遺伝子をタバコ

へ導入し、高発現用基盤植物（HC-Pro 組換えタバコ）を作成した。当該植物に、マーカ

ー遺伝子を組み込んだ CMV ベクターを接種し、接種 1 週間後と 2 週間後の接種葉及び上

葉におけるマーカータンパク質の蓄積量について、ウエスタンブロットにより解析を行

った。接種葉及び上葉において、HC-Pro 組換えタバコでは非組換え体と比較してマーカ

ータンパク質の蓄積量が高いことが明らかとなった。 

 さらなる高発現用基盤植物作成のため、CMV の増殖・全身移行性に関与していると推

測される CMV 2b 遺伝子をタバコへ導入した。これらの再分化個体において、既存の抗

2b 抗体を用い発現解析を実施したが、2b タンパク質を検出することはできなかった。そ

のため、新たに抗 2b 抗体を作製を試み、再度検定を行った。その結果、2b 遺伝子導入

タバコにおいて 2b タンパク質を検出することができた。さらに、2b 遺伝子および HC-Pro

遺伝子のタバコへの導入を試みた。形質転換体作成にあたり、タバコのリーフディスク

を、合計で約 1,500 枚使用したが、得られた再分化個体は数系統のみであり、この中で

HC-Pro および 2b タンパク質が発現している系統は 1 系統であった。今後は、両遺伝子

を発現する系統を用いて、CMV ベクターの接種試験を実施し、CMV ベクターに組込んだ目

的遺伝子の発現量について非形質転換体との比較解析を行う。 

 

（３）非拡散システムの研究開発（ホクレン、産総研、北大農学院） 

 ウイルスを生物学的に封じ込めるための基盤植物（非拡散用基盤植物）の開発、及び

当該基盤植物と改変ウイルスベクターを用いた非拡散システムの開発に先立ち、2 種類

のウイルスベクター｛CMV ベクター、クローバー葉脈黄化ウイルス(ClYVV)ベクター｝を

用いて、当該システムの構築及び確認のための試験を行った。CMV ベクターから、感染

植物体での増殖・全身移行性に必須である 3a 遺伝子を欠失させた CMV ベクター（Δ3aCMV

ベクター）を作成し、植物体での CMV ベクターの増殖・全身移行性を抑制した。一方、

CMV ベクターを用いた物質生産のためには、植物体中での CMV ベクターの増殖・全身移

行が必要であるので、3a 遺伝子を組込んだ ClYVV ベクター（3a-ClYVV ベクター）を作成

した。作成した両ウイルスベクターをタバコに混合接種し、感染植物体内でΔ3aCMV ベ

クターが、ClYVV ベクターに組込んだ 3a タンパク質依存的に増殖・全身移行することを

確認した。この感染植物から、Δ3aCMV ベクターが他の植物へ伝搬するかについて、媒

介虫であるアブラムシを用いて試験した結果、Δ3aCMV ベクターのアブラムシ伝搬は全

く確認されなかった。 
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 さらに、3a 遺伝子を導入した非拡散基盤植物（N. benthamiana, N. tabacum）を作

成し、当該植物と上記で作成したΔ3aCMV ベクターを用いた非拡散システムの開発を行

った。まず、N. benthamiana へ 3a 遺伝子を導入し、3a 組換え N. benthamiana を作成し

た。Δ3aCMV ベクターをこの組換え体に接種し、Δ3aCMV ベクターが、3a 組換え体から

供給される 3a タンパク質依存的に増殖し、非組換え体では増殖しないことを確認した。

次に、N. tabacum における非拡散システムの構築を試みた。N.tabacum においては、Δ

3aCMV ベクターを植物体内で増殖・全身移行させるには、3a タンパク質のみではなく 2b

タンパク質が必要と予想されたため、3a および 2b 遺伝子を導入し、両タンパク質を発

現する植物体を作成した。今後は、両遺伝子を発現する系統を用いて、Δ3aCMV ベクタ

ーの接種試験を実施し、形質転換体において、Δ3aCMV ベクターの増殖・全身移行の検

証を行う。  

 

５－３－４ 事業化、波及効果についての妥当性 

 

５－３－４－１ 事業化の見通し 

本研究による高効率発現システムの実用化までの手順・段取りを記す。 

平成 23 年度以降は、これまでの共同研究先企業等への本システムの有効性の広報を行い、

ライセンスへ向けた交渉を行う。平成 24 年度以降は、本システム利用企業との特許ライ

センス契約を結ぶ。具体例として、動物薬をターゲットとした企業との連携または共同

関係構築する。平成 26 年度以降は、(1)実験室レベルでの目的物質生産試験および薬効

等の評価、(2)ライセンス契約、(3)パイロットプラント段階での目的物質生産試験およ

び効果等の評価、(4)動物薬の許認可申請に必要なデータの収集、剤型・投与方法等の検

討、(5)実証プラント栽培段階の生産試験および剤型・投与方法の確定、を実施する。 

平成 29～30 年度：製品実用化を想定している。上記の中で植物栽培法、ウイルス接種法、

収穫適期など提供技術の細部にわたって協力し、早期の実用化を図る。 

提案時の事業化計画では、上記を想定していたが、研究の進捗状況などから平成 23

年度以降は、未達成部分の研究開発を実施すると同時に国内外への特許出願・審査請求

を進める。特許成立後は、国内外の企業等への本システムの有効性の広報を行い、本シ

ステム利用企業との特許ライセンス契約を結び、状況に応じて必要な対応を進める。 

 

５－３－４－２ 波及効果 

(1)ウイルスベクターを用いた高効率発現システムは、世界に類を見ない２種の全く異な

るウイルスベクターシステムと、植物組換え技術を組み合わせた斬新な発想の上に実施

されるものである。完成される技術は、a）２種類の物質を同時に生産でき、且つその組

合せを短期間に容易に換えられる b）その２種類の物質を相乗的に働かせることができ

る、c）ウイルスベクターを物質生産により効率的に用いることを可能にする、d）遺伝

子の環境への拡散を生物学的にも阻止できる（生物学的封じ込め）、等が可能となり、

物質生産のための基本技術として産業的に大きな波及効果が想定される。 

(2)その効果は、今回のワクチン生産にとどまらず、様々な有用物質の高効率な生産へ道

を開くものとなる。したがって、家畜用のワクチンなどの家畜用医療品に限らず、医療
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用原材料や医薬品、健康補助食品・機能性食品、試薬、酵素等様々な有用物質の国内生

産を可能にし、それら生産分野におけるわが国の産業競争力の強化と新規産業の創設を

強力に推進するものである。それに伴い、新規雇用の創出、海外への輸出など、わが国

の経済発展へ大きく貢献できるものである。 

(3)日本においては、遺伝子組換え作物の利用に対する社会的許容は厳しい現状である。

しかし、遺伝子の環境への拡散を完全に防御できるシステムの完成により、国民生活に

有用な物質が生産できることを実際に提示でき、遺伝子組換え技術の重要性に対する国

民の意識に改革をもたらし、遺伝子組換え技術による新たな産業創生への志向に対して

も大きな効果を与えるものである。 
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表２．特許・論文等件数 

要素技

術 

論文数 論 文 の

被 引 用

度数 

特許等件

数（出願

を含む） 

特 許 権

の 実 施

件数 

ラ イ セ

ン ス 供

与数 

取 得 ラ

イ セ ン

ス料 

国 際 標

準 へ の

寄与 

（１）        

（２） 1 2      

（３） 1  4     

計 2 2 4     

（詳細は、添付資料に記載） 
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５－４「高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究開発」 

５－４－１ 目的 

 目的物質生産の効率を向上させるためには導入した外来遺伝子の効率良い発現が重要

となる。また，複数の外来遺伝子を計画的に発現させること，すなわち「多重遺伝子発

現」により，高度な物質生産系を構築することが可能となる。それらの計画的な運用が

可能となる技術が開発されれば植物細胞における外来遺伝子発現による各種物質生産の

バイオマスあたりの生産性が著しく向上することが期待できる。しかし，現状ではそれ

らの要求を満たす技術は未熟であり，発展途上の部分が多い。そこで本研究では，遺伝

子発現制御関連分野において十分な実績を有する横浜国立大学において当該研究を実施

し，計画的運用が可能な高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現系と転写翻訳系の構

築を目的とする（図１）。研究実施に際しては，横浜国立大学が有する特徴的な技術であ

る，遺伝子発現の定量モニタリングが可能となる「レポーター遺伝子」の技術を重点的

に活用し，他研究機関では実施が困難な高速・高精度な遺伝子発現計測技術を用いる。

また，単独の mRNA から複数のタンパク質を翻訳させることが可能な IRES (internal 

ribosome entry site)配列を駆使する技術開発に関しては横浜国立大学が有する技術・

ノウハウの蓄積を十分に活かすことを念頭に，本事業の他プロジェクトにおける技術的

貢献と，事業展開を企図している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．本研究開発の背景と目的（左図）および研究開発戦略の概要（右図） 
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５－４－２ 全体目標および成果・達成度 

 

表１．全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 新規レポーターアッセイ系を新規介在配列創製，遺伝子変異

探索の各研究開発段階に適宜導入し，本プロジェクトの推進

に貢献する。 

 設定理由・根拠等 研究目標に対応したニーズと研究展開を考慮した。 

 成果 新規レポーターとしての多色発光レポーターの応用に成功

し，３遺伝子同時定量等を本研究開発の個別要素技術開発に

駆使することが出来た。 

 達成度 １００％ 

最終目標・指標 50%以上の効率向上に寄与する新規配列を３種類以上創製。 

 設定理由・根拠等 明瞭な効果と必要とされるバリエーションに対応した数量を

考慮した。 

 成果 バイシストロニック発現系において既知の最強介在配列を上

回る高性能配列を１０種類以上創製した。 

 達成度 １００％ 

最終目標・指標 50%以上の効率向上に寄与する新規因子を 2, 3 種類同定する。 

 設定理由・根拠等 明瞭な効果と，必要とされるバリエーションに対応した数量

を考慮した。 

 成果 シロイヌナズナ変異体から２種類の候補遺伝子同定に加え

て，ウイルス由来サイレンシングサプレッサー（RSS）の特徴

付けを行い，２種類の RSS について有用性を見出した。 

 達成度 １００％ 

最終目標・指標 ６種程度の ORF を独立に翻訳させることが可能で，現状比 50%

以上の発現効率向上が可能な技術を提供する。 

 設定理由・根拠等 現実的に要求される遺伝子・ORF 数が６種類程度であること

を考慮した。 

 成果 新規配列を活用し，６種類のレポーター遺伝子を導入発現す

る遺伝子組換え植物を作出した。 

 達成度 ８０％ 

 

５－４－３ 成果 

 

５－４－３－１ 個別要素技術成果 

（１）高精度・高性能な導入遺伝子発現効率評価系の構築（横浜国立大学） 

４種類のレポーター遺伝子，赤色発光遺伝子（CBR および SLR）と緑色発光遺伝子（CBG68

および CBG99）が緑色組織においても使用可能であることを示した。また，色素を有し

自家蛍光が強い植物組織においても多色発光レポーターの分光測光による定量が可能で
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あることを初めて明らかにし，植物個体をもちいても生きたまま複数のレポーター活性

のモニタリングが可能であることを明らかにした（図２，Ogura et al, 2011）。また，

３種類レポーターを同時に定量する技術を確立し，定量精度と信頼性を格段に向上さ

せることが出来た（小倉ら,投稿中）。これらは多細胞生物個体では初めての試みであ

り，遺伝子発現評価系の性能向上に貢献する重要な成果であると考えられ。 

 

 

 

 

 

 

図２．緑色発光（CBG）と赤色発光（CBR）を導入したシロイヌナズナの観察像 

野生型（左），緑色発光遺伝子（中），赤色発光遺伝子（右） 

A,反射光像；B,発光像（フィルター無し）；C,緑色フィルター像；D,赤色フィルター像 

GFP 等の蛍光タンパク質と異なり，高精度な遺伝子発現定量が可能である。  

 

（２）高効率多重遺伝子発現が可能となる新規介在配列の創製（横浜国立大学） 

各種植物ウイルスの 5’UTR 配列に着目して 30 種類以上の新規配列を用いて徹底的な

調査を行った結果，既知最強 IRES よりも高活性を示す新規な配列を７種類同定し，その

うち１種はアブラナ科感染性トバモウイルス(crTMV)の３倍以上の高効率を示した。また，

IRES 活性を格段に向上させる新規な介在配列については特許登録に至った。さらに，Cap

依存翻訳の効率も向上させる新規 IRES を見出し，特許出願した（図３）。 

 

 

 

導入したレポーター遺伝子の構造 

 

 

 

図３．新規ウイルス UTR を活用した例 

5’UTR 配列の付加により，明瞭な発現効率の大幅な向上が認められる。 

 

（３）導入遺伝子の高効率発現に関与する因子の同定と利用（横浜国立大学） 

IRES 活性の変動を指標とした変異体スクリーニングにより，これまでに遺伝子変異を

２種類同定した。また，変異遺伝子ではないが，シロイヌナズナの翻訳関連因子(TLN 

factor)の共発現により IRES 依存性翻訳活性が最大 50%程度上昇することを新たに見出

した（図４）。さらに，数種類の植物ウイルス由来の RNA サイレンシングサプレッサー

（RSS）について，導入遺伝子発現向上能を調査し，それらのうち４種類については明瞭

な発現向上効果があることを見出した。これらの結果は，高効率物質生産に特化した植

物の創製に貢献することが期待される 
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図４．RSS 導入時におけるプロモーターの活性比較  
各種 RSS を Fluc と共導入し，24 時間後の活性を最大活性と比較した。CAB1 プロモータ

ーが有意に高い値を示しているが，RSS によってその傾向は異なることが分かる。  
 

（４）多重遺伝子発現系の実用化試験（横浜国立大学） 

実用化試験として，６種類のレポーター遺伝子（CBR,CBG,Rluc,GUS,RFP,GFP）を発現

するコンストラクトを作成し，一過性発現系にて各レポータータンパク質の発現を確認

し，形質転換植物体を作成した。一方，完全合成したインターロイキン 12 の p35 および

p40 サブユニットを IRES により同時発現させるコンストラクトも作成し，タバコに導入

し，それらの発現を確認した。さらに，5’UTR の追加による発現効率向上とプロモータ

ー選択等に関する知見，実用化に向けた試験結果が得られた。 

 

 

５－４－４ 事業化，波及効果についての妥当性 

 

５－４－４－１ 事業化の見通し 

 要素技術（１）の開発で得られたレポーター遺伝子に関する知見は，本研究開発の範

囲にとどまらず，植物を利用した関連産業への応用展開と，それらを利用した事業化が

期待される。また，本研究開発で確保した知財は，導入遺伝子コンストラクトの設計か

ら形質転換植物の作成，その利用までを受託するようなビジネスモデルの背景として有

用であると考える。 

 

５－４－４－２ 波及効果 

要素技術（１）および（２）の開発で得られた知見は，本事業の範囲にとどまらず，

植物遺伝子モニタリング技術としての活用が期待される。特に，生理活性物質探索・評

価に極めて有効であることが示されつつある（Ono et al. 2011; Watakabe et al. 2011）。

さらに，我が国がリードしている計測機器類の普及開発にも波及効果があると予想され

る。要素技術（２），（３），（４）については，高効率遺伝子導入技術の基盤技術として

重要性が注目され始めており，今後とも我が国の関連研究者への供与等を通じて貢献で

きると考えられる。 
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６．植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究 

６－１ 目的 

本総合調査研究は、遺伝子組換え植物を用いて医薬品原材料等の高付加価値有用物

質を製造する基盤技術を開発するという本事業の目標を達成するため、研究開発活動

の効率化と円滑化を図り、総合的な支援・調査活動を行うことを目的とする。具体的

には、一体化した研究開発体制の下で総合的かつ効率的に本事業を推進するために、

研究開発委員会を適宜開催して研究進捗状況の報告・審議・情報交換等を行うと共に、

この新規事業分野における国内外の諸動向に関する情報を収集・分析し、本事業の成

果展開に資する諸検討を行う。ここでは、そのうちの関係情報の収集・分析について、

その一端を報告する。 

 

６－２ 全体目標および成果・達成度 

表１ 全体目標および成果・達成度 

最終目標・指標 本事業完了時に創出される基盤技術開発成果を活用して植物に

よる有用物質製造事業を新ビジネスとして展開していくために必

要不可欠な、①関連市場の将来性、②他技術との品質・コスト競

争力、③技術以外の要因について、関係情報と課題の整理を行う。 

設定理由・根拠等 本事業の成果として、医療用原材料や高機能物質等の高付加価

値有用物質の生産を可能とする基盤技術が開発されても、開発タ

ーゲット物質が真に有用・高付加価値でなければ、ビジネス化に

は繋がらず、また、遺伝子組換え体や医薬品原材料を取り巻く技

術以外の環境が整備されていなければ、即実用化ということには

至らない。従って、各技術開発成果を事業として展開していくた

めには、関連市場の将来性・競合性と種々の環境条件について、

海外の動向も踏まえながら整理（整備）しておく必要がある。 
成果 国内外の関連動向を調査・整理し、併せて、欧米の関係機関と

の人的ネットワークを構築すると共に、遺伝子組換え植物を用い

た医療用原材料・高機能物質等生産に係る国内外の動向の全体像

を把握した。また、特記すべき関係情報について、その都度、実

施者各位に周知した。 

 達成度 達成 

 

６－３ 成果、達成度 

６－３－１ 個別実施項目の成果 

（１）植物利用高付加価値物質製造分野の動向調査と関連情報の収集・分析 

遺伝子組換え植物から医薬品原材料（PMPs: Plant-made Pharmaceuticals）等を

生産するビジネスを新産業として展開していくために必要不可欠な下記の事項につ

いて検討した。 

・当該物質関連市場の将来性 

・他技術と品質・コスト競争力 

・技術以外の要因 

① 特許出願動向 
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海外と日本における特許出願件数と出願国は下図に示すとおりで、調査対象期間は

該当年の 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日（2010 年は 12 月 31 日）までとし、メディカル

食品やサプリメントの原料となる物質も対象に含めた。海外での国別出願件数では米

国が大半を占めていた。 

 

図１．過去 5 年間における PMPs 関連特許出願件数 
 
② 研究開発動向 

組換え植物を生産系とした医薬品等の有用物質生産の研究は、国内・海外を問

わず、活発化しており、医療現場での利用に対する期待が高まっている。現在の

ところ、ヒト用の医薬品で承認されたものはないが、2006 年には米国でタバコ細

胞培養によるニューカッスル病用ワクチンが認可されているほか、キューバでは

組換えタバコによるワクチン抗原免疫精製用抗体が製品化されている。臨床試験

段階にある組換え植物由来医薬品の開発例を表に示す。 

表２．臨床試験段階にある開発中の組換え植物由来医薬品の例 （2011 年 2 月時点） 

段階 企業名 （国名） 生産物質 対象疾病 宿主植物 

前臨床 

SemBioSys （加） 

Mapp Biotechnology （米） 

Plantform （加） 

Biolex （米） 

治療ﾀﾝﾊﾟｸ質 

ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 

ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ 

治療酵素 

心疾患 

ｴﾎﾞﾗ出血 

乳がん治療薬 

非ﾎｼﾞｷﾝ B 型ﾘﾝﾊﾟ腫 

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ種子  

ﾀﾊﾞｺ 

ﾀﾊﾞｺ 

浮草 

Phase

Ⅰ 

Pharma Planta （EU） 

Mapp Biotechnology （米） 

Fraunhofer/iBio （米） 

VAXX Inc （米） 

Bayer/ICON Genetics （独） 

Planet Biotechnol. （米） 

抗体 

ﾜｸﾁﾝ 

ﾜｸﾁﾝ 

ﾜｸﾁﾝ 
ﾜｸﾁﾝ 

DoxoRx 

HIV 

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 

ノロｳｲﾙｽ 
非ﾎｼﾞｷﾝリンパ腫 

癌治療による脱毛緩和 

ﾀﾊﾞｺ 

ﾀﾊﾞｺ 

ﾀﾊﾞｺ 

ﾀﾊﾞｺ 
ﾀﾊﾞｺ葉 

ﾀﾊﾞｺ 

Phase

Ⅱ 

SemBioSys （加） 

Medicago （加） 

Planet Biotechnol. （米） 

Planet Biotechnol. (米） 

ｲﾝｽﾘﾝ 

ｳｲﾙｽ様ﾜｸﾁﾝ 

ｳｲﾙｽ予防薬 

抗体 

糖尿病 

H5N1 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 

鼻風邪 

虫歯予防 

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ種子  

ﾀﾊﾞｺ葉 

ﾀﾊﾞｺ葉 

ﾀﾊﾞｺ葉 

Phase

Ⅲ 

Phytomedics （米） 

Biolex （米） 

PM1-001 (経

口) 

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα 

ﾘｭｰﾏﾁ 

C 型肝炎 

ﾀﾊﾞｺ根 

浮草 

承認 
申請中 

Protalix Biothera- 
peutics （イスラエル） 

酵素 ｺﾞｰｼｪ病 
ﾆﾝｼﾞﾝ （細胞

培養） 

 

（件） 
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③ 開発対象物質の位置付け 

本事業では、13 の技術開発テーマを掲げ、9 種類の有用物質生産を目指している。

各テーマで目標としている有用物質とそれに関連する疾病を下図に示した。ヒトチオ

レドキシン 1、ミラクリン、ウシαラクトアルブミン、ウシミルクムチン、ヒト・ア

ディポネクチン、ゴマリグナン、プレニル化ポリフェノールについては、図に示す関

連疾病以外にも多数の疾病に関与しているが、ここでは主な疾病のみ取り上げた。 

 

図２．各テーマにおける有用物質と関連疾病 

 

参考のために、2009 年に医薬産業政策研究所がまとめた「治療満足度と治療に対す

る薬剤の貢献度」（省略）中に、本事業で開発中の上記物質に関連する疾病をプロット

してみると、本事業で開発中の目的有用物質には、現在の薬剤ではニーズを満たせて

いない領域に分類される疾病に有効と考えられる物質が複数あり、目的物質の生産が

実現すれば現在の医療分野に大いに貢献できると言える。 

④ 考察 
本総合調査研究における主たる課題は、遺伝子組換え植物を用いた医薬品原材料等

の高付加価値有用物質製造ビジネスの実用化を実現するに当たって考慮しておくべき

種々の事項について、海外の関連動向を踏まえながら、明らかにすることであった。 

収集した関係情報のうち特記すべき事項については、その都度、本事業実施者各位

に周知して来たが、これまでに収拾・整理した諸情報、特に海外における PMPs 等の

実用化・事業化の進展状況を勘案すると、我が国においてこの分野で新事業を立上げ

るために必要なのは、引き続いての着実な研究・技術開発の推進はもとよりのこと、

「目的有用物質」の競争力と社会貢献度（有用度）を客観的かつ戦略的に随時見極め
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ながら、最近の植物形質転換技術等の目覚しい進展を踏まえ、宿主植物の種類とその

栽培方法・方式の特徴を活かした製品化へのステップを一歩一歩進めて行くことに尽

きる。 

なお、本事業を実施してきたこの５年間に、植物を閉鎖型施設で栽培する植物工場

（あるいは野菜工場）ビジネス環境は、農商工連携政策に基づく経済産業省地域経済

局等の補助・助成・誘導により非常に活発化し、５年前に比べて様変わりしている。

また、遺伝子組換え作物の栽培・普及の進展も、海外において特に顕著で、国際アグ

リバイオ事業団によれば、遺伝子組み換え作物の 2010 年の総栽培面積は 2009 年から

10％伸びて 1 億 4800 万 ha（日本の国土総面積の約 3.9 倍）となり、栽培国数も 2009

年から 4 ヶ国増えて計 29 ヶ国になっている。このように、遺伝子組換え作物は、国内

外において、本事業の開始時に比べて着実に存在感を増し、身近な現実となって来て

いる。 

６－３－２ 達成度 

実施項目 （１）植物利用高付加価値物質製造分野の動向調査と関連情報の収集･分析 

達成度  ほぼ達成 
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７.植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発の全体の成果 

 本研究開発事業の全体としては中間評価時点から最終年度までの進捗状況は予定通り

であり、研究開発の目標は概ね達成したと判断される。 

ここでは、研究開発項目①、②、③について、主な成果と研究目標達成度についてま

とめる。 

 

研究開発項目①「有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発」 

（最終目標） 

実用植物の目的部位において、実用化可能なレベルまで有用物質を高効率に高生産・高

蓄積させる組換え植物を開発し、組換え植物において生産・蓄積された有用物質の性能

を評価する。 

 

（成果） 

 事業化、製品化を目的とする具体的な有用物質、ワクチン成分（コレラ毒素、鳥イン

フルエンザ、ブタ腐腫病、アルツハイマー病）、医薬品成分（ヒトチオレドキシン）およ

び機能性成分（アディポネクチン、ミラクリン等）をそれぞれイネ、ジャガイモ、イチ

ゴ、レタス、ダイズ等の目的の実用植物において、計画目標値まで発現させることに成

功している。 

 これと並行して、目的物質の発現評価に必要な抗体作製、検出系の確立、加えて大腸

菌や酵母、昆虫細胞発現系を用いて発現させた目的物質を用いて、動物培養細胞や実験

動物を用いた in vitro および in vivo における機能性・活性評価系の構築、活性確認

するに至っている。特に、鳥インフルエンザワクチンやブタ腑腫病ワクチンにおいては、

投与対象動物を用いた動物試験においても機能が確認されるまでに至っており、その他

アディポネクチンやコレラ毒素などそのほかの目的物質においても、マウスなどのモデ

ル動物を用いた試験で機能・効能の証明にまで至っている。その一方で、プロジェクト

開始時において、レンギョウのように形質転換の報告が無い植物種、ダイズのように特

定の植物種でしか高効率な形質転換系がなかった植物種においても、形質転換技術の確

立や組換え体の作出に成功している。 

 

（達成度）93.3％ 

 

 

研究開発項目②「有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発」 

（最終目標） 

 

研究開発項目①で取り組む実用植物に対して汎用的に適用可能な、有用物質を安定し

た品質で高効率に生産できる基盤組換え植物作出技術を確立する。具体的には、複数の

実用植物について、矮性および栽培サイクルを従来と比較してそれぞれ 20％以上短くす

る。その他、有用物質の効率的な生産に必要な基盤植物の最適化に必要な技術を確立す

る。 
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また、生体に安全なレベルの植物型糖鎖修飾の抑制として、植物特異的糖鎖修飾を

70％以上抑制する技術を開発する。 

 

（成果） 

 イネやタバコ、オウレンにおいて、バイオマスの増加や栽培サイクルの短縮に成功し

た。雄性不稔、矮性、栽培周期、バイオマス（葉数）に関与する転写因子キメラリプレ

ッサーを見いだし、各形質を目的に合わせて変化させる分子生物学的手法に併せて、中

間評価時の指摘を取り入れ、イネにおいては、多数の育種素材の活用も図ることで、目

標を達成した。。 

 植物型糖鎖修飾抑制に関しては、N 型糖鎖修飾において、RNAi を用いキシロースの修

飾抑制を 100％抑制、フコース合成経路を抑制することにより 95％以上、VIGS を用いて

80％以上の抑制に成功し、当初の抑制目標値を大幅に上回る成果を得た。 

 また、ほとんど知見のない植物の O 型糖鎖修飾においても、修飾の起きるモチーフの

一部同定、水酸化酵素の細胞内局在性、転移酵素活性の測定計確立に成功した。特に植

物においてセリン残基への O 型糖鎖転移酵素活性確認は、世界初となる顕著な成果を挙

げられた。 

 植物における目的遺伝子高発現系の一つとして、多重遺伝子導入技術開発においては、

バイシストロニック発現系において既知の最強介在配列を上回る高性能配列を１０種類

以上創製、さらに同時モニタリング可能な 3 種類のレポーター遺伝子応用技術も開発で

きた。 

 新規植物ウイルスベクターの開発においては、サイレンシングサプレッサーを利用し

た高発現系の基盤技術確立に加え、世界初の無秩序に宿主植物へ感染・増殖しない非拡

散型のウイルスベクターシステムの開発に成功した。 

 

（達成度）89.5％ 

 

 

研究開発項目③「閉鎖型人工環境下での組換え植物栽培システムの構築」 

（最終目標） 

閉鎖型人工環境下において、研究開発項目①および②で開発された組換え実用植物を

高効率・高生産に収穫できる栽培技術および目的有用物質を安定かつ均一に生産・蓄積

させる栽培技術を確立し、組換え実用植物による有用物質生産の実用性を閉鎖型植物生

産施設において確認する。具体的には、従来の開放系栽培において組換え実用植物を栽

培する場合と比較して、単位面積、単位期間当たりの収穫量を最低 50％以上向上させる

とともに、目的有用物質の生産・蓄積量をそれぞれ単位重量当たり 20％以上向上させる。 

 

（成果）←最終的な成果と達成度を記述する。 

 穀類（イネ）、イモ類（ジャガイモ）、マメ類（ダイズ）、果菜類（イチゴ、トマト）、

葉菜類（レタス）、落葉性低木（レンギョウ）を実用植物に選び、閉鎖型人工環境下で制

御が可能な地上部環境（光、温度、湿度、ガス濃度、風）および地下部環境（培養液組
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成、培地種類、ガス組成）と生育の関係を調べ、成長・発育に好適な環境条件を決定し

た。ジャガイモとレンギョウは人工気象室での栽培事例さえ皆無の作物であったが、養

液栽培をベースとする人工環境下での栽培技術を確立した。イネ、ダイズ、イチゴ、ト

マトは、植物工場で商業生産される作物でないため知見が少なく栽培条件の最適化が課

題であったが、従来の開放系栽培と比較して単位面積、単位期間当たりの収穫量を 50％

以上（たとえばイネ（１作 65%、年 300%）、ジャガイモ（年 500%）、トマト（年 67%））以

上向上させた。イネ、ダイズ、イチゴ、トマト、レタスにおいては、空調、光制御、多

段式栽培等に関して従来法にとらわれないユニークな技術を開発した。イネ、ダイズ、

イチゴ、レタスについては、遺伝子拡散防止等を考慮した閉鎖型栽培システムを構築し、

その施設を用いて目的有用物質の生産・蓄積量の 20％以上の向上を実証した。 

 

（達成度）98.0％ 
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８.研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

８－１ 研究開発計画 

植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発は、経済産業省からバイオテクノロジー開

発技術研究組合および独立行政法人産業技術総合研究所への委託により平成 18 年度か

ら行われ、所定の 5 年間を終了した。本事業の研究開発計画は、3 つの研究の柱からな

るが、高付加価値有用物質を発現する遺伝子組換え植物を作出し、これを遺伝子組換え

植物工場において栽培・収穫し、新規産業を展開するには相互の技術融合が必要である。

図 8-1 に平成 18 年度からの事業全体の研究開発計画概要を示す。 

また、本事業の技術開発項目毎の年度計画を表 8-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 事業全体の研究開発計画 

 

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

（中間評価）

1)有用物質を高効率・高生産
する組換え植物の開発

1)閉鎖型植物生産施設での栽
培に適した組換え植物の作出

2)高効率有用物質生産組換え
植物作出技術

3)植物型糖鎖修飾を抑制した
植物作出技術

1)光環境の制御技術

2)空気環境の制御技術

3)灌水技術
（水耕栽培の場合）

4)遺伝子拡散防止等技術

②有用物質生産のための基盤
植物作出技術の開発

③閉鎖型人工環境下での組換
え植物栽培システムの構築

技術開発課題

①有用物質を高効率・高生産す
る組換え植物作出技術の開発

組換え植物の作出

データ取得

生産効率の向上

基盤技術の高度化

閉鎖型生産施設における
確認試験栽培（組換え実用植物）

データ取得

データ取得

データ取得

データ取得

データ取得

データ取得

データ取得

組換え植物の供給
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表 8-1 研究開発項目の年次計画（注：１実施者で複数の開発項目に係わる場合は，主に行う項目ついて記載した） 

 

①有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発（１／３） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

イネ種子での医療用
蛋白質の生産技術開
発 
組換えイネを用いる米
型経口ワクチンの研究
開発（ロート製薬） 

各種コレラ及びインフル

エンザワクチン抗原遺伝

子コンストラクトを作製し、

イネの形質転換を開始お

よびコレラワクチン評価モ

デルの構築。 

最適コンストラクトを用い

ＣＴＢ米の作出と量的、質

的評価。同ワクチンのコ

レラ評価モデルでの有効

性を証明。ｍＣＴワクチン

米の作出。 

ｍＣＴ米の作出と量的、

質的評価。インフルエン

ザＨＡ・ＣＴＢ－ＨＡワクチ

ンの作出。ｍＣＴ米のコレ

ラ評価モデルで有効性を

証明。 

ワクチン米の２年の安定

性評価。コレラワクチンの

サルでの評価実験。イン

フルエンザＨＡ・ＣＴＢ－

ＨＡワクチンの量的・質的

評価。 

インフルエンザＨＡ・ＣＴ

Ｂ－ＨＡ米の作出と評価

モデルでの有効性証明。

ＣＴＢ米製剤の作製と規

格試験実施。 

組換えジャガイモを
利用した家畜用経口
ワクチン素材の開発
（北里研究所） 

候補抗原を大腸菌等発

現系で作製。抗原の免

疫誘導能、CpGモチーフ

のアジュバント活性を確

認。ジャガイモへの導入

遺伝子設計および水耕

栽培条件の基礎検討。 

抗原・抗体の定量的測定

法の確立。抗原の免疫

誘導能、アジュバント物

質の活性確認。抗原発

現ジャガイモの再分化。

植物工場システムでの水

耕栽培を開始。 

抗原の投与による細胞性

免疫応答の解析、ウイル

ス感染防御試験。ジャガ

イモで発現された抗原の

活性等の解析。植物工

場システムでの大量栽培

条件の検討。 

抗原発現ジャガイモの植

物工場システムでの栽培

着手。鶏に対するジャガ

イモ経口投与ワクチンの

免疫誘導能解析。至適ワ

クチンプログラムの検討。 

鶏での経口投与ワクチン

による細胞性免疫応答の

解析、およびウイルス感

染防御試験。経口投与

鶏における安全性の確

認。 

高機能性物質生産ダ
イズに関する技術開
発 
組換えダイズによる機
能性ペプチド生産技術
の研究開発（北興化学） 

ワクチンペプチドを挿入

した改変型貯蔵タンパク

質の分子設計、ダイズへ

の導入開始。ウイスカー

導入条件検討。アルツハ

イマー病マウスによる機

能性評価体制の整備。 

改変型貯蔵タンパク質の

ダイズへの遺伝子導入、

形質転換体の作出およ

び栽培採種。貯蔵タンパ

ク質欠損系統の作出。ア

ルツハイマー病マウスの

大量飼育。 

形質転換ダイズ種子中

の目的ペプチド蓄積量

解析および高蓄積系統

の選抜。貯蔵タンパク質

欠損系統の培養系確

立。マウスでの注射投与

による評価。 

貯蔵タンパク質欠損ダイ

ズ系統への高蓄積型貯

蔵タンパク質の遺伝子導

入、形質転換体作出およ

び蓄積量解析。マウスで

の経口投与による評価。 

高蓄積ダイズ有望系統

の遺伝的固定および特

性、蓄積機構の解析。組

換えダイズ種子のマウス

経口投与による評価。 

レタスによるワクチ
ン成分生産技術開発 
組換えレタスによる家
畜用経口ワクチンタン
パク質生産の研究開発
（出光興産） 

ﾚﾀｽ再分化条件最適化。

ｴﾋﾟﾄｰﾌﾟ同定・ｺﾄﾞﾝ改変

開始。ﾜｸﾁﾝ免疫原性確

認。ﾜｸﾁﾝ蓄積最適部位

特定・翻訳ｴﾝﾊﾝｻｰ評

価。GUS遺伝子導入ﾚﾀｽ

の作出・供給。 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟﾚﾀｽ作出・供

給。ｴﾋﾟﾄｰﾌﾟ同定・ｺﾄﾞﾝ最

適化完了。ﾜｸﾁﾝ有効投

与量試算（ﾌ ﾞ ﾀ投与実

験）。高生産要素技術開

発（タンデム連結化）。 

改良型ﾚﾀｽ作出・供給。

ｴﾋﾟﾄｰﾌﾟ中和活性評価。

ﾏｳｽ系での組換えﾚﾀｽ安

全性評価。ﾚﾀｽﾌﾞﾀ投与

実験。高生産要素技術

開発（ﾀｰﾐﾈｰﾀｰ他）。 

H20 年度開発の高生産

要素技術導入ﾚﾀｽ作出。

ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ探索。ﾚﾀｽ安全

性評価。母豚投与実験。

高生産要素技術開発。 

ﾜｸﾁﾝ・ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ生産ﾚﾀ

ｽ作出。安全性評価。ﾌﾞﾀ

投与による性能確認。ﾚﾀ

ｽ後代でのﾜｸﾁﾝ生産安

定性評価。 
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①有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発（２／３） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

医・農・工融合による
ヒトチオレドキシン
１産生レタスの生産
技術の開発（奈良先端
大学） 

レタス再分化系確立。

hTRX1 遺伝子導入用葉

緑体形質転換ベクターの

構築。プロモーター改変

FBP/SBPase遺伝子導入

ベクターの作製。レタス

EST ライブラリーの作製。 

レタス葉緑体形質転換系

の確立。hTRX1 遺伝子

導 入 レ タ ス の 作 製 。

FBP/SBPase発現最適化

プロモーターの解析。レ

タス EST 配列決定とレタ

ス遺伝子発現解析系の

構築。 

レタスにおける hTRX1 発

現と小ケール hTRX1 精

製法の確立。レタス産生

hTRX1 の機能評価 。

FBP/SBPase遺伝子導入

レタス作製。遺伝子発現

解析と遺伝子診断アルゴ

リズムの構築。レタス産生

hTRX1 商品化案の決

定。 

大スケールでの hTRX1

精 製 法 の 検 討 。

FBP/SBPase遺伝子導入

レタスの解析。複合遺伝

子導入による hTRX1 産

生。レタス生育光環境の

最適化。各精製純度

hTRX1 の機能評価と事

業化案の検討。 

複合遺伝子導入と最適

光環境によるレタスでの

hTRX1 産生。最適光環

境を実現したプロトタイプ

植物での hTRX1レタス栽

培。レタス産生 hTRX１の

市場展開の準備。 

高機能性物質生産イ
チゴに関する技術開
発 
組換えイチゴによる高
機能物質複合生産技術
の開発（北海三共） 

イチゴ高発現プロモータ

ーの探索・単離を行う。

機能性成分遺伝子の発

現ベクターを構築し、イ

チゴの形質転換を開始

する。果実収量を高める

地上部栽培条件を検討

する。 

ウイルス由来プロモータ

ーの発現様式の解析。

機能性成分形質転換イ

チゴの発現解析開始。形

質転換イチゴの試験管

内機能性評価系の構

築。 

イチゴ果実由来プロモー

ターの現様式の解析。当

該プロモーターによる高

発現ベクターの作製。形

質転換イチゴの動物投

与試験系の構築。 

機能性成分高発現イチ

ゴの作出と機能性評価。

複数の機能性成分発現

組換えイチゴの作出開

始。 

複数の機能性成分高発

現組換えイチゴの解析・

機能性評価。アレルギー

性等の評価。 

組換えレンギョウ等
による高機能性成分
生産および閉鎖系で
の栽培システム構築
の開発（サントリー生
有研） 

宿主レンギョウ等組換え

技術の確立と組換え目

的遺伝子と抑制対象遺

伝子を決める。 

レンギョウ対応のメタボリ

ックプロファイリング法を

確立する。 

組換えベクターを構築し

てモデル植物と宿主植

物への組換えを始める。 

レンギョウの水耕栽培を

開始して評価に用いる標

準の栽培法を決める。 

宿主植物の種特異性の

検出と対応を行って目的

組換え植物を創出する。 

宿主植物の目的成分の

生産性を向上する標準

栽培条件を決める。 

標準の栽培法を用いて

組換え植物並びに宿主

植物の生産性比較を行

う。 

生産性が低い場合は更

なる抑制遺伝子の組換

えを行う。 

組換え植物の剪定・葉の

収穫時期に伴う生産性の

変動を把握して経済性

評価用の情報を獲得す

る。 

収穫した葉からの精製法

を確立する。 
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①有用物質を高効率・高生産する組換え植物作出技術の開発（３／３） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

組換えトマトを利用
したミラクリン製造
の基盤技術開発 
（インプランタ・筑波
大） 

トマト果実高発現プロモ

ーターの検討。植物工場

向け小型組換えトマトの

交雑育種開始。ミラクリン

抽出・精製法の検討開

始。 

組換え体作出によるプロ

モーターとターミネータ

ーの検討。遺伝子組換え

による植物工場向け小

型、収量増加、ライフサイ

クル短縮トマトの作出開

始。 

ミラクリン高発現トマトの

作出と評価。植物工場向

け組換えトマトの特性解

析。トマト由来ミラクリンの

安全性評価。ミラクリンの

甘味誘導活性測定法の

開発。 

ミラクリン高発現組換えト

マトの固定化。植物工場

向け組換えトマト優良系

統の選抜・固定化。大量

原料からのミラクリン抽

出･精製方法の検討。 

植物工場向け交雑およ

び組換えトマトの植物工

場内での栽培試験。大

量原料からのミラクリン抽

出・精製方法の確立。 

有用成分を高効率・高
生産する組換え植物
作出技術の研究開発
（京大、東大） 

プレニル化酵素遺伝子

の発現カセットの構築、ミ

ヤコグサへの導入を開始

する。遺伝子の変異導入

と新規遺伝子の取得を行

う。酵素機能の評価と生

理活性を調べる。特定網

室を設置する。輸送体遺

伝子の同定を行う。 

プレニル化酵素遺伝子

の発現カセットの構築、ミ

ヤコグサへの導入を行

う。遺伝子の変異導入と

新規遺伝子の取得を継

続する。酵素機能の評価

とプレニル化化合物の生

理活性評価を行う。輸送

体遺伝子の発現カセット

を構築する。 

組換えミヤコグサのクロ

ーンを揃え、生産性の評

価を行う。トマトへの導入

遺伝子を決め、組換え体

の作成を始める。輸送工

学用の融合カセットの有

用性を調べる。優良株の

選抜による生産性向上の

研究を開始する。 

組換えミヤコグサで生産

される化合物の同定を進

める。選抜により、高生産

株の絞り込みと、生産効

率の向上の研究を行う。

トマトのクローンを増や

し、化合物の同定を開始

する。生理活性と安全性

の試験を開始する。 

組換えミヤコグサ、組換

えトマトの中から優良クロ

ーンを選び、栽培法や抽

出法の改良を行い、生産

性の向上に資する。優良

クローンを増殖させる。生

産させた化合物の機能

性評価。安全性の評価。 
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②有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発（１／２） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

閉鎖型植物生産施設
に適した有用物質生
産基盤植物の開発研
究（産総研） 

形態形成関連因子探

索、イネ光周感受性、矮

性変異株の作成、薬用

植物形質転換法最適

化。糖鎖修飾関連酵素

遺伝子の単離。それら遺

伝子の強化・抑制技術の

開発に着手。 

タバコバイオマス関連因

子探索、イネ光周性変異

解析、密植検討、薬用植

物形質転換体作出。糖

鎖修飾関連酵素遺伝子

の強化・抑制技術の開発

の継続。 

形態形成関連因子機能

解析、イネ光周期、形質

転換体作成、薬用植物

水耕栽培、代謝物解析。

糖鎖修飾関連酵素遺伝

子の強化・抑制技術の開

発の継続。 

矮化タバコ作出、イネ栽

培サイクルと収量の最適

化、薬用植物栽培形態と

代謝物の最適化。植物

型糖鎖修飾抑制技術の

植物での抗体生産への

応用に着手。 

目的物質の生産量最適

化、イネ作出株栽培特性

の最適化、医薬品原料

植物栽培方法の確立。

植物型糖鎖修飾抑制植

物生産抗体の機能性や

アレルギー性等の評価。 

植物型糖鎖修飾を抑
制した植物作出技術
開発（理研：19 年度
から九州大学） 

モデル蛋白質発現タバコ

の大量増殖。単独のプロ

リン残基への糖鎖付加モ

チーフを持つ有用蛋白

質 cDNA の所得。タバコ

2 型プロリン水酸化酵素

のクローニング。連続した

プロリン残基への糖鎖付

加付加モチーフの同定

開始。植物糖転移酵素

遺伝子候補の取得。 

モデル蛋白質発現タバコ

からのモデル蛋白質精

製。単独のプロリン残基

への糖鎖付加モチーフ

を持つ有用蛋白質 cDNA

のタバコ培養細胞での発

現。プロリン水酸化酵素

抑制植物の作製開始。

連続したプロリン残基へ

の糖鎖付加付加モチー

フの同定。植物糖転移酵

素候補蛋白質の酵母表

面での発現と活性測定。 

モデル蛋白質への糖転

移活性の低い組織の同

定。単独のプロリン残基

へ糖鎖付加される有用

蛋白質の同定。プロリン

水酸化酵素抑制植物で

のモデル蛋白質の発現。

同定した糖鎖付加モチ

ーフを持つ有用蛋白質と

変異体の植物培養細胞

での発現。植物糖転移

酵素の同定。 

単独のプロリン残基へ糖

鎖付加される有用蛋白

質発現コンストラクトの糖

鎖付加能力の低い組織

または／及びプロリン水

酸化活性えを抑制した組

織を有するタバコへの導

入。連続したプロリン残

基への糖鎖付加付加モ

チーフを持つ有用蛋白

質変異体発現コンストラ

クトのタバコ植物への導

入。タバコ糖転移酵素抑

制体の作製開始。 

糖鎖付加能力の低い組

織または／及びプロリン

水酸化活性えを抑制しタ

バコ組織で発現させた単

独のプロリン残基への糖

鎖付加抑制の確認。連

続したプロリン残基への

糖鎖付加付加モチーフ

を持つ有用蛋白質変異

体での糖鎖付加回避の

植物体での確認。タバコ

糖転移酵素抑制体ので

の糖鎖修飾抑制の確

認。 

イネ種子での医療用

蛋白質の生産技術開

発 

 閉鎖型植物工場用組
換えイネ作製技術の
開発（日本製紙） 

既存の貯蔵タンパク質の

プロモーターを連結した

CTB 米の作出。閉鎖型

植物工場用の組換えイ

ネ（基盤イネ）作製のため

の遺伝子置換技術の改

良。 

CTB米の蓄積量調査。イ

ンフルエンザワクチン米

の作出。基盤イネのプロ

トタイプの作出。植物工

場用の高蓄積プロモータ

ーの探索。 

高蓄積インフルエンザワ

クチン米の選抜。植物工

場用の高発現プロモータ

ーの単離。プロトタイプの

基盤イネで遺伝子置換

技術を検証。 

植物工場用のプロモータ

ーでワクチン米の作出。

ワクチン生産効率向上の

遺伝子の単離・解析。実

用型基盤イネ作成用の

ベクター構築。 

ワクチン物質の定量と変

動を調査。ワクチン生産

効率向上させる遺伝子の

性能評価。実用型基盤イ

ネの作出。 
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②有用物質生産のための基盤植物作出技術の開発（２／２） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

ウイルスベクターを
用いた高効率発現シ
ステムの開発（ホクレ
ン） 

抗原、免疫増強遺伝子

導入ウイルスベクターの

構築。最適 HC-Pro遺伝

子の選抜。CMV, ClYVV

ベクターの改変と植物発

現用 CMV3a遺伝子の構

築。 

構築ウイルスベクターの

感染力、タンパク質発現

の確認。選抜 HC-Pro 遺

伝子組換タバコの作出。

改変 CMV ベクターの解

析と CMV3a 遺伝子組換

タバコの作出。 

構築ウイルスベクターに

よる植物内タンパク質発

現の解析。HC-Pro 遺伝

子導入組換タバコの選

抜 。改変ベクターの非

伝搬性の確認と CMV2ｂ

遺伝子組換タバコの作

出。 

会合タンパク質による抗

体生産。HC-Pro 遺伝子

組換タバコでの CMV ベ

クターによるタンパク質発

現の解析。3a+2b 両遺伝

子導入組換タバコの作

出。 

抗体生産と免疫効果増

加の確認。HC-Pro 組換

タバコでのCMVベクター

によるタンパク質発現上

昇の確認。遺伝子組換タ

バコ（3a, 3a+2b)による改

変ウイルスベクターの非

拡散の確認。 

高効率物質生産に寄
与する多重遺伝子発
現と転写翻訳系改変
に関する研究開発（横
浜国大） 

遺伝子発現定量用の発

光レポーター系の解析。

導入遺伝子発現効率向

上を目指した新規介在

配列および宿主因子の

探索。実用化試験対象

の選定。 

発光レポーター系の特徴

づけ。高性能・高発現介

在配列の探索と性能評

価、宿主因子および発現

促進因子の探索と性能

評価。実証研究用試験

の準備。 

新規発光レポーター系の

改良と実用化。高性能・

高発現介在配列の改良

と性能評価、宿主因子お

よび発現促進因子の改

良と性能評価。実証研究

試験の開始。 

新規発光レポーター系、

高性能・高発現介在配

列、宿主因子および発現

促進因子の活用と性能

評価。新技術を活用した

実証試験の実施。 

多重遺伝子発現、高効

率発現に寄与する新技

術の活用、関連プロジェ

クトへの技術移転ならび

に実証研究の実施と評

価。 
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③閉鎖型人工環境下での組換え植物栽培システムの構築（１／２） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

イネ種子での医療用
蛋白質の生産技術開
発 
組換えイネによる有用
物質生産のための閉鎖
型栽培システムの構築
の研究開発（朝日工業
社） 

閉鎖型イネ栽培システム

のプロトタイプを構築。環

境制御技術及び植物育

成用光源の開発を開始。

有用物質を効率よく生産

する栽培条件の探索と評

価の実施。 

イネ群落内環境の成立

機構の解析及び花粉飛

散状況の評価。試作光

源の改良。非組換えイネ

による栽培環境条件と成

長・収量及び有用物質含

有量の関係評価。 

生育ステージごとの最適

環境条件を見出し、単位

栽培面積、単位期間あた

りの米の収量を最大とす

る環境条件の決定。CTB

米栽培によるワクチン抗

原の蓄積の実証。 

形態形成調節及び内成

分増強用光源の開発。ワ

クチン抗原を効率よく発

現し、蓄積させるための

最適な栽培環境条件の

決定。実用化のための設

備構築技術の開発。 

光源と照明機器の組み

合わせによる高効率照明

システムの開発。育成条

件とワクチン抗原の均一

性等の生産品質の関係

評価。実用化に向けた省

エネルギー手法の開発。 

高機能性物質生産イ
チゴに関する技術開
発 
高機能性物質発現イチ
ゴの高効率栽培システ
ムの構築（鹿島） 

(19年度より参加） 果実収量を高める地上

部栽培条件の探索。多

段式栽培が行われる栽

培室内の環境分布実態

把握。イチゴ群落の光合

成・蒸散特性解明。水耕

栽培排液の実態把握。 

果実収量を高める地上

部および地下部環境条

件の探索。GUS活性を高

める栽培条件の探索。栽

培環境シミュレーショプロ

グラムの構築。組換え植

物工場に適した排水処

理システム検討。 

新規組換えイチゴによる

果実収量および高機能

性物質蓄積量を高める

栽培条件の探索。栽培

環境シミュレーションの精

度検証。組換え植物工

場に適した排水処理シス

テム試作。 

高機能性物質の生産・蓄

積量を最大化する栽培

環境条件の解明。排水

処理システム試作機の性

能評価。栽培環境シミュ

レーションを用いたモデ

ル施設の検討と経済性

評価。 

高機能性物質生産ダ
イズに関する技術開
発 
組換えダイズによる有
用物質生産システムの
研究開発（新菱冷熱） 

非組換えダイズの栽培を

開始。播種・育苗手順の

探索。多収穫栽培条件

の探索。閉鎖型栽培施

設の設計。 

マーカー遺伝子導入ダイ

ズの栽培を開始。多収穫

栽培条件の実証。閉鎖

型栽培施設の構築と環

境制御性能の検証。 

目的有用物質導入ダイ

ズの栽培を開始。多収

穫･草姿制御栽培条件の

探索。成育モニタ技術の

開発。生産コストの検討

を開始。 

多収穫･草姿制御栽培条

件の探索と実証。目的有

用物質の増加技術の探

索。成育モニタ技術の開

発。 

目的有用物質の増加技

術の実証。生産コストの

検討と試算。市場性の調

査。 
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③閉鎖型人工環境下での組換え植物栽培システムの構築（２／２） 

研究項目/年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

レタスによるワクチ
ン成分生産技術開発 
組換えレタスによる家
畜用経口ワクチンタン
パク質生産システムの
研究開発（日本植生） 

組換えレタス栽培対応型

実験施設の開発および

施設内の微気象計測。

非組換えレタスによるタン

パク増産栽培条件の検

討。 

光・気流環境を制御する

装置の開発。GUS 遺伝

子導入レタスの栽培法検

討。再分化苗の効率的

水耕栽培法の検討。 

根圏環境制御装置の開

発。ワクチン生産レタス

（プロトタイプ）による栽培

法の検討。レタス保存、

加工条件の検討。 

開発した環境制御装置

の機能の改良、省エネル

ギー化。ワクチン生産レ

タス（改良型）の栽培法の

確立。 

機械装置の省エネルギ

ー化による栽培コストダウ

ンの検討。ワクチン生産

レタスの低コスト栽培法

の検討。性能評価試験

用供給。 

組換えトマトを利用
したミラクリン製造
の基盤技術開発 
（筑波大） 

小型モデル装置の試

作。光源、養液制御系の

検討。栽培試験の実施。

特定網室栽培でのミラク

リン発現トマトの特性調

査。 

二段式栽培装置の試

作。栽培試験による生長

特性と収量調査の実施。

閉鎖型人工環境下でのミ

ラクリン発現トマトの特性

調査。 

二段式栽培装置の改良

および当該装置によるミ

ラクリン発現トマト栽培法

の最適化。 

高収量化(多段化）栽培

装置試作と当該装置によ

る栽培環境制御条件の

検討。育苗期間短縮法

の検討。 

高収量化（多段化）栽培

装置の改良。ミラクリン発

現トマトによる栽培試験

の実施。実証プラント向

けの栽培樋ユニットの軽

量化・規格化・ローコスト

化の検討。 
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８－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

８－２－１ 研究開発の実施体制 

 本事業は経済産業省からバイオテクノロジー技術開発組合と独立行政法人産業技術総

合研究所へ研究開発を委託し、実施した。バイオテクノロジー開発技術研究組合は、本

技術開発事業の実施主体であるバイオテクノロジー開発技術研究組合加入１３社及びバ

イオテクノロジー開発技術研究組合からの再委託先６大学で構成する、全実施者による

一体化した有機的な研究開発体制を構築・運営した。また、共同研究開発に参加する各

研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用により効率的な研究開

発の推進を図る観点から、研究体制には研究開発責任者（プロジェクトリーダー：松村 健

（独）産業技術総合研究所ゲノムファクトリー研究部門グループリーダー、サブリーダ

ー：後藤 英司千葉大学大学院園芸学研究科教授）を置き、その下に研究者を可能な限り

結集して効率的な研究開発を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 研究開発実施体制 

 

 

 ホクレン農業協同組合 
 連合会 

 国立大学法人北海道大学 ,  
 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学  

経 済 産 業 省 

株式会社朝日工業社 

日本製紙株式会社 

ロート製薬株式会社 

ホクサン株式会社 

学校法人北里研究所 

北興化学工業株式会社 

新菱冷熱工業株式会社 

 公益財団法人サントリー 
生命科学財団 

バイオテクノロジー 
開発技術研究組合 

株式会社インプランタ 
イノベーションズ 

 国立大学法人千葉大学 , 岩崎電気株式会社  

 独立行政法人農業生物資源研究所 

 国立大学法人東京大学 

 国立大学法人北海道大学  （農学研究院 ,  
人獣共通感染症リサーチセンター） 

 国立大学法人千葉大学 

 国立大学法人北海道大学  
学校法人いわき明星大学  

 国立大学法人京都大学 , 国立大学法人弘前大  
学 , 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究  
機構北海道農業研究センター 

日本植生株式会社 

出光興産株式会社 

 公立大学法人大阪府立大学 

 国立大学法人大阪大学 ,サントリーHD株式会社  

国立大学法人筑波大学 

独立行政法人 
産業技術総合研究所 

 国立大学法人奈良先端科学技術  
 大学院大学  
（集中研：学校法人近畿大学 , 公立大
学法人大阪府立大学 , 株式会社植物
ハイテック研究所 , 国立大学法人京都
大学ウィルス研究所 , 三洋電機株式会
社 ,レドックス・バイオサイエンス株式会
社） 

 国立大学法人京都大学 

 国立大学法人九州大学 
 （独立行政法人産業技術総合研究所, 
学校法人君が淵学園崇城大学） 

受  託  者  共同研究・再委託先 

プロジェクトリーダー： 松村 健 
（独立行政法人産業技術総合研究所 生物プロセ
ス研究部門） 

共同研究 

 国立大学法人筑波大学  
 （社団法人植物情報物質研究センター） 

再

委

託

研

究 

鹿島建設株式会社 

独立行政法人農業生物資源研究所, 
独立行政法人医薬基盤研究所,  
国立大学法人大阪大学  

 国立大学法人帯広畜産大学 , 国立大学法人奈良先端  
科学技術大学院大学 , 独立行政法人国立国際医療
研究センター, 奈良県農業総合センター 

 国立大学法人横浜国立大学 

 国立大学法人東京大学 
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８－２－２ 研究開発の運営 

 研究開発体制を構築・運営し、技術開発活動を総合的かつ効率的に推進するために、

植物分子生物学、植物生理学、植物工場分野、獣医学等に関する知見を有する外部有識

者及び上記実施者から成る研究開発委員会を設け、研究開発進捗状況の報告、討議及び

情報交換等を通じて適宜、研究開発の方向付けを行った。併せて、研究開発委員会の下

に複数の分科会を設け、特定テーマや共通要素技術等に関する詳細な情報交換、討議及

び連携可能性検討等を行った。 

 技術開発の進捗状況及びその成果の検討・情報交換と、研究開発の実施方針、目標に

関する助言、全体調整、総合的な方向付け等を目的として、実施者及び４名の外部有識

者から成る研究開発委員会を組織し、各年度、２～３回開催した。 

 また、主として目的有用物質に着目して３つの分科会、すなわち「基盤技術・ヒト医

療用物質」分科会、「家畜用医療用物質・レタス」分科会及び「機能性物質・食品」分科

会を組織し、各年度、各１回ずつ開催して、進捗状況の周知と成果に関する討議を行い、

技術開発活動を推進した。 

 また、植物工場開発技術の知見を共有する目的で、対象作物種を超えた植物工場分科

会も開催、特に共通知識として必要なカルタヘナ担保法に関する説明会も文部科学省か

ら講師を招いて開催した（平成 19 年 9 月）。 

 また、本事業において特筆すべき点として、技術開発・事業展開において医学分野（ワ

クチン等）、農学（遺伝子組換え植物）分野、工学（生物環境調節：施設園芸・植物工場）

分野の融合が必須なことから、単独企業での実施が困難な場合が多く、スタート時から

複数の異業種企業が融合したチーム体制で取り組んでいることが挙げられる。加えて、

分科会における検討・討議において、得られた新規成果をさらに本事業の技術開発に活

用すべく、必要に応じてプロジェクトリーダー、サブプロジェクトリーダーの判断にお

いて、異なる実施チーム間で組み合わせ、派生課題として効率的に事業成果が創生され

るように体制間連携を重要視した運営を行ってきた。さらに、事業間という大きな意味

でも、同時並行して行われている NEDO 事業「植物機能を活用した高度モノづくり基盤技

術開発／植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発」（平成 14～21 年度）の実施チーム

との合同の委員会を開催（平成 19 年 9 月）し、両プロジェクトで得られた知見の交換及

び今後の技術・材料等の交流を図り、プロジェクト横断的に効率的な推進を試みた。 

 

表 8-2 異なる実施チーム間の連携課題一覧 

1 実施期間 20～22 年度 

 実施機関 サントリー生命科学財団生物有機科学研究所、北興化学工業株式会社 

 課題名 ゴマリグナン生産能を持つ組換え植物の創出 

 目的 アグロバクテリウム法とウイスカー超音波法を組合わせた導入法でレ

ンギョウへの遺伝子導入を行い、組換えレンギョウを効率的に作製す

る。 

 成果 ウィスカーを用いてアグロバクテリウムを 3 種のレンギョウに感染さ
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せたところ、遺伝子導入効率が 20％程度向上する傾向が見られた。 

2 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 九州大学、北興化学工業株式会社 

 課題名 植物特異的な O-結合型糖鎖が付加されるタンパク質のダイズでの発現 

 目的 タバコで見出した葉で植物特異的な O-結合型糖鎖が起る蛋白質におい

て種子では糖鎖付加が起らないという現象について、双子葉実用植物で

あるダイズを用いて、種を越えた普遍性を検討する。 

 成果 糖鎖付加が起るモデル蛋白質をダイズ（Ｊａｃｋ）に導入し、不定胚を

経由して形質転換体１４系統を作成し、それらから種子を得た。これら

でのスポラミンへの糖鎖付加を電気泳動パターンから推定した所、種子

においては糖鎖付加を受けないことが示唆された。現在、ダイズの葉と

種子からスポラミンを精製することによ り糖鎖付加の有無の確認を進

めている。 

3 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 九州大学、独立行政法人農業生物資源研究所 

 課題名 植物特異的な O-結合型糖鎖が付加される有用タンパク質のイネ種子で

の発現 

 目的 タバコで見出した葉で植物特異的な O-結合型糖鎖が起る蛋白質におい

て種子では糖鎖付加が起らないという現象について、単子葉実用植物で

あるイネを用いて、種を越えた普遍性を検討する。 

 成果 タバコで糖鎖付加が起る有用タンパク質であるヒト GM-CSF  

を発現している組み換えイネを農業生物資源研究所で作出した。しかし

ながら、発現レベルが低かったため、研究期間中に九州大学で発現産物

の解析を行うことが実質上不可能と判断し、研究の継続を  

断念した。 

4 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 九州大学、ホクサン株式会社 

 課題名 植物特異的な O-結合型糖鎖モチーフを持つウシミルクムチンの発現解

析 

 目的 イチゴで発現の確認で来ていなかったウシミルクムチンのアミノ酸配

列に植物特異的な糖鎖付加モチーフに合致する配列が存在することか

ら、発現確認が出来ないことが糖鎖付加に依存するか検討する。 

 成果 植物特異的な糖鎖付加モチーフを有するウシミルクムチンの繰り返し

配列を一つとサツマイモスポラミンの融合体をタバコ培養細胞で発現

させ，繰り返し配列が植物特異的な糖鎖付加を受けることを確認した。

同時に、ウシミルクムチンのタバコ植物やタバコ培養細胞での発現を試

みた。 

5 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 九州大学、横浜国立大学 
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 課題名 O-結合型糖鎖が付加モチーフを持ち、ヘテロダイマーからなる有用タン

パク質のタバコ培養細胞での発現 

 目的 ヘテロダイマーとして機能し、植物特異的な糖鎖付加モチーフを持つ蛋

白質の組み換え植物での発現のために、横浜国立大学で開発された

IRES の利用を図る。 

 成果 ヘテロダイマーとして機能し、植物特異的な糖鎖付加モチーフを持つ蛋

白質である hCG のタバコ細胞での発現を IRES を用いて試みたが、hCG

の発現は確認出来なかった。この原因については検討を要するが，本研

究で見出された高機能 IRES および 5’UTR の使用等を試みる必要がある

と考えられた。 

6 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 大阪大学、産業技術総合研究所、日本製紙株式会社 

 課題名 コレラワクチン米の糖鎖解析に関する研究 

 目的 遺伝子組換えにより米中に蓄積させた抗原タンパク質（CTB タンパク

質）の SDS-PAGE 解析の結果、タンパク質が２種存在することが判明し

た。その原因が糖鎖付加にあると考えられるため、米中に蓄積させた抗

原たんぱく質の糖鎖解析をする。 

 成果 米中に蓄積された抗原たんぱく質の糖鎖解析に成功した。高分子量タン

パク質には糖鎖が付加しており、その主構造は Man3GlcNAc2 であった

が、低分子量タンパク質は糖鎖付加を認められなかった。 

7 実施期間 21～22 年度 

 実施機関 日本製紙株式会社、大阪大学生物工学国際交流センター 

 課題名 遺伝子組換えコメで生産したタンパク質の糖鎖付加と構造に関する調

査 

 目的 遺伝子組換えコメで生産したターゲットタンパク質の SDS-PAGE 解析結

果、タンパク質が２種存在することが判明した。その原因が糖鎖付加に

あると考えられるため、糖鎖付加とその構造について調査した。 

 成果 遺伝子組換えコメで生産したターゲットタンパク質は、SDS-PAGE 解析

より２種存在することが明らかにされた。個々のタンパク質を

SDS-PAGE で分画後、ゲルより抽出し、糖鎖構造を解析した。高分子量

タンパク質は糖鎖付加しており、主構造は Man3GlcNAc2 で植物型糖鎖修

飾を受けていたが、低分子量タンパク質は糖鎖付加を認めることが出来

なかった。因って、2 種のタンパク質の差は糖鎖付加によるものと判断

できた。 

8 実施期間 21 年度 

 実施機関 筑波大学、横浜国立大学 

 課題名 組換えトマトでのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤

技術開発 

 目的 横浜国立大学が本プロジェクトで開発した IRES 配列を持つ発現ベクタ
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ーを利用してミラクリン高発現の可能性を検討する。 

 成果 IRES 配列を利用してミラクリン発現トマトを作出したが、ミラクリン

タンパク質の蓄積量の増加は確認できなかった。 

9 実施期間 21 年度 

 実施機関 筑波大学、奈良先端科学技術大学院大学 

 課題名 組換えトマトでのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤

技術開発 

 目的 奈良先端大が開発したシロイヌナズナ由来の HSP ターミネーターを利

用し、トマト果実におけるミラクリンの高蓄積化を目指す。 

 成果 従来の NOS ターミネーターの場合と比較し、約 10 倍ミラクリン蓄積量

が増加した。また、このミラクリンの高蓄積は T2 世代まで安定してい

た。 

10 実施期間 22 年度 

 実施機関 インプランタイノベーションズ、大阪大学 

 課題名 トマト果実からのミラクリン抽出・精製法の確立と安全性評価 

 目的 トマト、及びミラクルフルーツの果実で生成されるミラクリンタンパク

質の糖鎖修飾（付加、分解）過程を比較検討する。 

 成果 ２つの果実から精製したミラクリンについて、糖鎖解析を行った結果、

ほぼ同様の糖鎖が付加されたことが分かった。これまでに知られている

糖鎖の修飾経路を基準に考えると、２つの果実での糖鎖修飾過程は同様

であると示唆された。 

11 実施期間 22 年度 

 実施機関 筑波大学、千葉大学 

 課題名 植物工場における光環境がミラクリン発現トマトの収穫量およびミラ

クリン濃度に及ぼす影響に関する研究 

 目的 千葉大学にある苗テラスに近い形状の植物工場システムを用いて、光環

境の違いが植物工場用に育種選抜したミラクリン発現トマトの収穫量

およびミラクリン濃度に及ぼす影響について調査する。 

 成果 ミラクリン発現トマト果実の収量およびミラクリン生産量は PPF300 の

光強度の時、最も高くなった。一方で電気代コスト当たりのミラクリン

生産性は PPF100 が最も優れていた。この結果より、需要と供給、販売

コストとのバランスにより栽培条件を決定する必要があることを示し

た。（Plant Signaling & Behavior 6 : pp.1172-1179, 2011） 

12 実施期間 22 年度 

 実施機関 筑波大学、財団法人サントリー生物有機科学研究所 

 課題名 動物細胞を用いたミラクリンの甘味誘導活性測定法の開発 

 目的 ヒト甘味受容体 T1R2、T1R3、そのシグナルを仲介するヒト GTP 結合タ

ンパク質を同時発現する動物細胞を用いた甘味測定システムを財団法

人サントリー生物有機科学研究所の協力のもと確立し、ミラクリンの甘



 

 

140 

 

味誘導活性の数値化を行う。 

 成果 T1R2 発現株に T1R3 と Ggust を一過性に過剰発現したところ、甘味物質

ネオターム 1.5 mM およびサッカリン 15 mM の刺激で細胞内カルシウム

イオンの一過性の上昇が観察された。しかし、ミラクリンの場合では感

度の点で難しく、またミラクリンが活性を示す pH である pH5 程度で細

胞株がダメージを受けるため、その測定法確立は難航している。 

13 実施期間 22 年度 

 実施機関 出光興産株式会社、産業総合技術研究所 

 課題名 実用化に向けた免疫評価系の確立 

 目的 実用化を検討する上で解決が必要な課題として、ワクチンブタ投与試験

で蓄積した臨床結果の裏づけとなる免疫指標を特定し、これを動物用生

物学的製剤の製造承認申請を視野に入れた免疫評価系に供する。 

 成果 ワクチン生産レタスを SPF ミニブタに経口投与することで特異抗体価

（抗 Stx2e 抗体）の上昇を確認し、特異抗体価が免疫指標になりうるこ

とを明らかにした。今年度から実用化を目指した新たなコンソーシアム

を形成し、免疫評価系確立を遂行中。 

 

８－２－３ 成果普及体制 

 技術開発実施者による成果の対外発表及び広報活動を奨励すると共に、プロジェクト

リーダー・サブリーダー及びバイオテクノロジー開発技術研究組合は、出版、成果発表、

ワークショップ等の開催、広報を通じて、本事業の内容をバイオテク関係研究者及び社

会一般に広く広報・周知した。 

以下に、それぞれの総件数を示す。なお、詳細は別添資料１を参照されたい。 

 

１．特許（出願済み）  ７８件 

２．論文（査読あり）  ８５件 

３．論文（査読なし）、総説、著書 等 ５３件 

４．学会発表（国内） ３３１件 

５．学会発表（国際）  ５７件 

６．プレス発表     ６６件 

７．その他       ４５件 
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８－３ 資金配分 

本事業は平成１８年度から平成２２年度までの委託研究事業で、各年度の事業費推移

とその内部配分は表 8-3 に示すとおりであった。 

表 8-3 資金配分（平成１８年度～平成２２年度） 

  （単位：千円／上段：予算、下段：実績） 

研究項目／年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 計（5ヶ年間） 

イネ種子での医療用
蛋白質の生産技術開
発 

206,560  171,340  169,340  166,340  164,340  877,920  

202,862      167,521       167,557 167,623      151,858       857,421 

組換えジャガイモを
利用した家畜用経口
ワクチン素材の開発 

65,179  52,163  53,163  53,163  50,663  274,331  

63,579  50,854   51,370 48,912  50,663   265,378 

高機能性物質生産ダ
イズに関する技術開
発 

97,230  96,958  100,958  99,958  102,458  497,562  

95,506   98,880    101,115 100,272   102,317   498,090 

レタスによるワクチ
ン成分生産技術開発 

80,912   79,310   83,310   85,810   88,310   417,652   

74,700  79,448  83,475 83,720  88,310  409,653 

医・農・工融合によ
るヒトチオレドキシ
ン１産生レタスの生
産技術の開発 

58,000  52,310  50,310  50,310  48,810  259,740  

58,000   52,310   50,310 50,310   48,810   259,740 

高機能性物質生産イ
チゴに関する技術開
発 

79,573  109,934  113,934  105,934  110,434  519,809  

79,573   107,445   113,513 107,257   110,434   518,222 

組換えレンギョウ等
による高機能性成分
生産及び閉鎖系での
栽培システム構築の
開発 

52,940  49,572  44,572  42,072  41,572  230,728  

52,861   44,124   44,831 41,634   41,109   224,560 

組換えトマトを利用
したミラクリン製造
の基盤技術開発 

63,532  55,360  53,360  54,860  50,860  277,972  

61,472   56,907   53,722 55,049   50,834   277,984 

有用成分を高効率・
高生産する組換え植
物作出技術の研究開
発 

38,074  36,651  37,651  41,651  38,651  192,678  

38,074   36,773   38,039 41,651   38,639   193,176 

閉鎖型植物生産施設
に適した有用物質生
産基盤植物の開発研
究 

220,000   201,021   201,021   201,021   201,021   1,024,084   

219,783  201,187   201,343 201,078   194,301   1,017,692   

植物型糖鎖修飾を抑
制した植物作出技術
開発 

43,210  38,808  38,808  42,308  40,808  203,942  

43,210   39,114   38,808 42,308   40,244   203,684 

ウイルスベクターを
用いた高効率発現シ
ステムの開発 

69,790  65,265  61,265  61,265  58,765  316,350  

69,790   65,813   61,957 62,441  58,765   318,765 

高効率物質生産に寄
与する多重遺伝子発
現と転写翻訳系改変
に関する研究開発 

14,370  14,455  14,455  16,955  16,955  77,190  

14,369   14,455   14,455 16,955   16,955   77,189 

植物利用高付加価値
物質製造基盤技術開
発に関する総合調査
研究 

18,460  17,285  18,285  18,785  26,785  99,600  

15,172   18,187   18,014 17,593   19,227   88,193 

合     計 
1,107,830  1,040,432  1,040,432  1,040,432  1,040,432  5,269,558 

1,088,951   1,033,018  1,038,510  1,036,803  1,012,465  5,209,747 
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８－４ 費用対効果 

 本技術開発は、植物の遺伝子組換え技術を利用し、高付加価値・有用な物質を発現す

る遺伝子組換え植物を作出し、これを完全人工環境制御下で栽培・生産するシステムを

開発、遺伝子組換え植物を利用した物質生産事業の礎を築くことを目的とし、事業開始

から 5 年間で総額約 52 億 1 千万の費用で行わた。 

 本事業において具体的製品化・事業化を目的とする有用物質において波及効果が期待

される市場規模は、ヒト用医薬品：8.8兆円（2009年、IMS 医薬品市場統計）、ヒト用ワ

クチン：707億円、（うち47％がインフルエンザワクチン：2008年、在日欧州連合商工会

議所資料）、世界規模では、7000億円。動物用医薬品における国内市場は、830億円（2008
年、在日欧州連合商工会議所資料52ページ）、動物用ワクチンは、240億円（2004年、薬

事ハンドブック2007、動物薬市場）にのぼる。 

 プロジェクト期間内に発生した新型インフルエンザの流行により、国内外においてワ

クチンに対する重要性が高まり、今後のワクチン市場の増大も予測される。したがって、

迅速、かつ大量に生産が可能なワクチン生産系の確立も急務である。 

一方、現在、国内では約 2,300 万人に上るメタボリックシンドローム予備軍が居ると

推測されている。一方、国内の機能性食品の市場は、特定健康保健食品に限っても約

6,000 億円を超え、健康志向性食品市場（シリーズサプリメント等含む）においても約

6,000 億円を超えている。 

また、植物工場の技術開発が波及するアグリ関連市場は、野菜工場や水耕栽培の拡大

により現在まで右肩上がりの増加を示しており、2007 年度には資材等で 200 億円に上っ

ている。本事業において、水耕栽培技術や関連機器の開発が加速化され、さらに飛躍的

に拡大するものと予想できる。実際に、プロジェクト期間内において政策的支援もあり、

国内の植物工場施設数は増加し、店産店消と言う言葉も定着するに至っている。本事業

の植物工場に関する開発技術は、高スペックで高度な栽培管理を特徴とするものである

が、その技術は食料生産植物工場分野へも容易に波及・連携可能なものである。 

 上述のように、本事業の技術開発が波及する製品化・事業化対象分野の市場規模は、

数千億円から数十兆円と非常に大きく、しかも今後の健康で安心な社会生活を形成にお

いて、さらに継続的に拡大していくものであると容易に推測され、費用対効果は十分に

あると判断される。 

 

８－５ 変化への対応 

 事業開始時には、既に海外において遺伝子組換え植物を利用した医療用物質の生産に

関する研究プロジェクトが開始されていたが、海外のプロジェクトでは、遺伝子組換え

植物を野外で栽培する、もしくはグリーンハウスで栽培することを前提としていた。し

たがって、2005 年から 2007 年に開催された国際会議での報告は、トウモロコシなどの

バイオマスの大きい可食性作物の利用がほとんどであった。一方、これら物質生産遺伝

子組換え植物のフードチェーン・フィードチェーンへの混入リスクが懸念されてからは、

多くの研究開発でタバコが用いられるようになった。加えて、2009 年に当プロジェクト

のコンセプト（植物工場での生産、水耕栽培）を国際学会で紹介した結果、2011 年の学

会においては、水耕栽培の研究もいくつか発表されるに至っている。この様に、当該プ
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ロジェクトが、海外の当該分野の研究に対して影響を与えていると考えられる。 

 一方、海外においては、タバコを利用することに集約した結果、アグロインフィルト

レーション法などの一過性発現系に研究が集中する傾向が認められる。 

 特に ICON 社が開発した magnICON システムは、短期間で高発現量のシステムであるこ

とから、海外の多くの機関で多用され始めている。 

 これらの動向を踏まえて、本プロジェクトでは、ICON 社から研究者を招き、講演およ

び意見交換会を設け、技術情報の詳細を得るなどの対応を行ってきている。 

 植物工場の分野においては、当プロジェクト開始後に、物質生産目的の植物工場では

ないが、農商工連携などの政策から経済産業省および農林水産省主導の下に、国内に複

数の植物工場研究開発拠点が整備された。このうち２拠点には、プロジェクトの成果を

引き継いで技術開発が可能な閉鎖型植物生産施設が設置された。我が国の植物工場の将

来展望に医療用原材料生産が含まれることは、植物工場を手がける米国、オランダ、韓

国等で大きな関心を集めており、平成 20 年度以降、当プロジェクト実施機関への見学が

続いている。米国の一部の大学では本プロジェクトの研究開発項目③に相当する研究に

着手している。これらの機関とは相互訪問や情報交換を行い、研究開発に活用している。 

 

 上述のように、本プロジェクト開始後からの動向の変化を迅速に捉え、即応可能なよ

うに情報収集を積極的に行い、各年度当初の研究開発委員会において研究開発計画につ

いて検討し、開発を推進してきた。 
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別添 

 
本文第３章～第６章に記した各テーマに係る特許、成果発表等（平成１８年度～平成２２年

度、５ヶ年分）の内訳を、下記の個別テーマ毎に示す。 

３－１「イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発」（株式会社朝日工業社：国立大学法人

千葉大学、岩崎電気株式会社／日本製紙株式会社：独立行政法人農業生物資源研究所／

ロート製薬株式会社：国立大学法人東京大学／独立行政法人産業技術総合研究所） 

３－２「組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発」（学校法人北里研究

所：国立大学法人北海道大学、学校法人いわき明星大学／独立行政法人産業技術総合研

究所） 

３－３「高機能性物質生産ダイズに関する技術開発」（北興化学工業株式会社：国立大学法

人京都大学、国立大学法人弘前大学、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北

海道農業研究センター／新菱冷熱工業株式会社） 

３－４「レタスによるワクチン成分生産技術開発」（出光興産株式会社：国立大学法人帯広

畜産大学、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、独立行政法人国立国際医療研究

センター、奈良県農業総合センター／日本植生株式会社：公立大学法人大阪府立大学） 

３－５「医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」（国

立大学法人奈良先端科学技術大学院大学：学校法人近畿大学、公立大学法人大阪府立

大学、株式会社植物ハイテック研究所、国立大学法人京都大学ウィルス研究所、三洋

電機株式会社、レドックス・バイオサイエンス株式会社） 

４－１「高機能性物質生産イチゴに関する技術開発」（ホクサン株式会社：国立大学法人

北海道大学、学校法人藤田学園藤田保健衛生大学／鹿島建設株式会社：国立大学法人

千葉大学／独立行政法人産業技術総合研究所） 

４－２「組換えレンギョウ等による高機能性成分生産及び閉鎖系での栽培システム 構築の

開発」（公益財団法人サントリー生命科学財団：国立大学法人大阪大学） 

４－３「組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発」（国立大学法人筑波大

学：社団法人植物情報物質研究センター／株式会社インプランタイノベーションズ） 

４－４「有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発」（国立大学法人

京都大学／国立大学法人東京大学） 

５－１「閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発研究」（独立行政法人

産業技術総合研究所：独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人医薬基盤研究

所、国立大学法人大阪大学） 

５－２「植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発」（国立大学法人九州大学：独立行

政法人産業技術総合研究所、学校法人君が淵学園崇城大学） 

５－３「ウイルスベクターを用いた高効率発現システムの開発」（ホクレン農業協同組合

連合会：国立大学法人北海道大学／独立行政法人産業技術総合研究所） 

５－４「高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究 開発」

（国立大学法人横浜国立大学） 

６「植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究」（バイオテクノロ

ジー開発技術研究組合） 
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特許・論文等の件数 総括表 

テーマ 
特許 
(出願) 

論文 
(査読有) 

論文 
(査読無) 

発表 
(国内) 

発表 
(国外) 

新聞等 その他 

総論 － １ １４ ３１  ６ ２０ １０ 

３－１  ５ １０ １０ ５０ １１  ２  ６ 

３－２  ２ －  ２  ８  １  ３ － 

３－３  ８  ２  ２ ２８ －  ２  ２ 

３－４ ２５ １０  ７ ２９  ３  １  ７ 

３－５  ２  ４ － １１  ３ １９  １ 

４－１  ７  ２  ４ ３４  ７ －  ８ 

４－２  １  ８  ３ １７  １ － － 

４－３  ４ １６  ３ ４１  ８  ８  ８ 

４－４  ３ １３  ６  ８  ６ １１  ２ 

５－１ １１  ９ － ２８  ４ － － 

５－２  ５  ４  ３ ２３  ２ － － 

５－３  ４  ２ － １２  ２ －  １ 

５－４  １  ４ － １１  ３ － － 

６ － －  ２ － － － － 
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【総論】 

特許、論文、投稿、発表等リスト 

  題目・メディア等 時期 

論文 

(査読有) 

Acta Horticulturae (907: 45-52) : Production of Pharmaceutical Materials 
Using Genetically Modified Plants Grown under Artificial Lighting 

H22 

   
論文 

(査読無) 
月刊バイオインダストリー (24(2)： pp.92～99)： 「遺伝子組換え植物工場」 

H20 

  
SHITA REPORT (25: pp.1-10)： 「遺伝子組換え植物工場を用いた高付加
価値物質の生産」 

H20 

  
ニューカントリー (55-10、pp.66-67)： 「医薬品原料向けジャガイモの水耕
栽培技術」 

H20 

  
月刊バイオインダストリー (2009 年 1 月号) ： 特集「たべる医薬の開発－遺
伝子組換え植物工場による高付加価値作物の生産－」(8 報文) 

H21 

  
月刊バイオインダストリー (26(1): pp.99.13-19)： 「植物ウィルスベクターの
開発」 

H21 

  
植物工場とその照明技術 (Science＆Technology)： 「第 9 章 医薬品製剤
原料のための密閉型植物工場の開発」 

H21 

  
月刊バイオインダストリー (26(1): pp.7-12)： 「遺伝子組換え作物を用いた
高付加価値物質生産」 

H21 

 
光アライアンス（20(2): pp.27-30）: 光と植物生産業－植物工場を用いた高
付加価値物質生産－ 

H21 

 
計測と制御 (48(2), pp.141-145): 高付加価値物質生産のための閉鎖系植
物栽培施設 

H21 

 
TechnoInnovation (70： pp.20-25): 人工環境下の植物の遺伝子発現と有
用物質生産 

H21 

  
建築設備士（（社）建築設備技術者協会会誌） (2010 年 2 月号、p29-35)： 
「高付加価値物質生産のための閉鎖型遺伝子組換え植物工場」 

H22.2 

  
ジェトロセンサー (2010 年 7 月号、pp.82-83)： 「テクノフロント～明日のビジ
ネスへのヒント「植物工場で何ができるか 周年栽培から遺伝子組み換え技
術活用まで」」 

H22.7 

  
ＪＳＡＶＢＲ Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ (Ｎｏ.１, pp13-15)： 「遺伝子組換え植物によるワ
クチン・医薬原材料生産の現状」 

H22 

  
科学と工業 (2010 年 3 月号, pp.35-41)： 「密閉型遺伝子組換え植物工場
システム」 

H22 

   

発表 

(国内) 

第４回植物バイオ新産業創出検討会 (2006 年 8 月 22 日)： 「完全制御型
植物工場の課題と展望について」 

H18.8 

  
日本生物工学会大会 2006 (2006 年 9 月 13 日)： 「組換えイチゴによる有
用タンパク質生産」  

H18.9 

  
第 44 回農業電化研究会 (2006 年 10 月 12 日) ： 特別講演「植物生産に
おける人工光利用の現状と展望」 

H18.10 

  
第 24 回バイオテクノロジーシンポジウム (2006 年 11 月 21 日)： 「植物利用
高付加価値物質製造基盤技術開発プロジェクト」 

H18.11 

  
経済産業省研修 (2006 年 11 月 17 日)： 「植物バイオ研究と産業化につい
て」 

H18.11 

  
幌延地圏環境研究所学術講演会 (2007 年 3 月 6 日)： 「植物工場事業化
における問題点｣ 

H19.3 
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アグリフォトニクス講演会 －光が拓く新しい農業－ (2007 年 6 月 22 日)： 
「光と植物生産業－苗生産から医療用原材料生産まで－」 

H19.6 

  
平成 19年度第 1回ちばバイオクラスター交流会 (2007年 10月 29日)： 「次
世代型植物工場を用いた医療用原材料・機能性食品の生産」 

H19.10 

  
日本ウィルス学会学術集会 (2007 年 10 月 21-23 日)： 「Strawberry vein 
banding virus promoter のイチ ゴにおける発現解析」 

H19.10 

  
バイオ政策研修 (2007 年 11 月 30 日)： 「植物バイオ研究と産業化につい
て」 

H19.11 

  
2007年度生態工学会定例シンポジ ウム (2007 年 11月 9日)： ｢有用物質
生産遺伝子組換え植物工場｣ 

H19.11 

  
第 30 回日本分子生物学会年会 (2007 年 12 月 11 日)： 「ヒトアディポネク
チン遺伝子組換え植物の作出と機能解析」 

H19.12 

  
第 30回日本分子生物学会年会 (2007年 12月 11日)： 「組換えタバコによ
る抗ダイオキシン単一鎖抗体の生産技術の開発」 

H19.12 

  
日本生態工学会 2007 (2007 年 12 月 11 日)： 「Plant factory system for 
transgenic plants producing useful materials」 

H19.12 

  
第 18回 SHITA シンポジウム (2008年 1月 25日)： 「遺伝子組換え植物工
場を用いた高付加価値物質の生産」 

H20.1 

  
日本冷凍空調学会 (2008 年 1 月 23 日)： 「産業技術総合研究所における
植物バイオ研究について」 

H20.1 

  
経産省ランチョンセミナー (2008 年 4 月 15 日)： 「完全密閉型遺伝子組換
え植物工場施設」 

H20.4 

  
学術会議公開シンポジウム「遺伝子組換え作物実験施設の環境構築」 
(2008 年 5 月 8 日)： 「閉鎖系温室および特定網室に必要な環境制御と今
後の施設構築」 

H20.5 

  
アグロ・イノベーショ ン 2008 (2008 年 7 月 16日)： 「有用物質生産のための
閉鎖系植物栽培施設」 

H20.7 

  
アグロ・イノベーションカンファレンス 2008 (2008 年 7 月 17 日)： 「完全人工
制御型植物工場と照明技術」 

H20.7 

  
アグリフォトニクス講演会－光が拓く新しい農業－ (2008年 7月 11日)： 「閉
鎖型遺伝子組換え植物工場」 

H20.7 

  
国際シンポジウム｢知能化植物生産システムに関連する基礎・応用科学｣ 
(2008 年 9 月 9 日), 松山： “Environmental control for production of 
valuable materials by using plants in closed plant production systems”  

H20.9 

  
第 3 回農商工連携研究会植物工場ワーキンググループ  (2009/03/02)： 
「密閉型組換え植物工場の開発と展望」 

H21.3 

  
日本学術会議  北海道地区会議主催市民公開講演会  (2009/02/02)： 
「植物工場の現状と新たな展開」 

H21.2 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会シンポジウム／バイオ組合共催特別シンポ
ジウム「遺伝子組換え技術を駆使した植物による有用物質生産の体系化」 
(2009 年 3 月 29 日)： 「完全人工環境下での植物栽培技術」 

H21.3 

  
「植物工場の支援策・最新動向と生産事例」セミナー  (2009/07/08)： 「密
閉型植物工場による高効率栽培システムの構築と有用物質生産」 

H21.7 

  
六花会講演会 (2009/10/06)： 「植物生産と植物バイオテクノロジーの最前
線」 

H21.10 

  
金沢異業種交流プラザ交流会 (2009/11/25)： 「植物工場の開発の現状と
今後の展望について」 

H21.11 

  先進的植物工場啓発フォーラム (2009/12/07)： 「植物工場の現状と展望」 H21.12 

  
第 10 回日本蛋白質科学会年会ワークショップ (2010/06/17)： 「遺伝子組
換え植物による医療用物質の生産」 

H22.6 



148 

 

 
2010 年植物科学シンポジウム (2010/12/01)： 「植物工場での遺伝子組換
え植物の産業応用」 

H22.12 

   

発表 

(国外) 

National Institute of Highland Agriculture (NIHA) Special Seminar (2006 年
8 月 29 日)： “Plant production under artificial lighting” 

H18.8 

  
CEAC/BIO5 Special Seminar (2006/12/06), Arizona ：  “Production of 
Pharmaceutucls in Transgenic Plants”  

H18.12 

  
CEAC/BIO5 Special Seminar “ Medical Molecular Farming Under 
Controlled Environments” (2006 年 12 月 6 日)： “Environmental Control 
for Food Crop and Medicinal Plant Production in a Cosed System”  

H18.12 

  
2nd International Conference on Plant-Based Vaccines & Antibodies 2007 
(PBVA 2007) (2007 年 6 月) Verona, Italy： “Expression of the capsid 
protein of porcine astrovirus in transgenic plants”  

H19.6 

  
Crop Design meeting: The fine art of traid discovery (2008/04/28),ベルギ
ー ：  “ Plant Production System Using Only Artificial Lamps for 
Biopharmaceutical Production” 

H20.4 

  

3rd International Conference on Plant-Based Vaccines & Antibodies 2007 
(PBVA 2009) (2007 年 6月) Verona, Italy： “METI Project: Development of 
Fundamental Technologies for Production of High-value Materials using 
Transgenic Plants in a “closed-type GM plant factory””  

H21.6 

   

新聞等 「農業は日本を救うか。植物工場の行方」、予測エイジ、2006.7 月号 H18.7 

  
「医薬製剤原料生産のための完全密閉型組換え植物工場」、ＨＢＣ北海道
放送、2007 年 1 月 10 日 

H19.1 

  「遺伝子組み換え密閉型工場完成」、北海道新聞、2007 年 1 月 11 日 H19.1 

  「完全密閉型植物工場が完成」、世界日報、2007 年 1 月 16 日 H19.1 

  
「産総研、完全閉鎖系組換え植物工場の施設竣工、植物生産医薬品の評
価始まる」、日経バイオテク、2007 年 1 月 29 日 

H19.1 

  
「新連載『うちの研究室来る？』、第 1 回 産総研北海道センター」、BTJ ジャ
ーナル、2007.1 月 

H19.1 

  「GM 作物栽培工場が稼動」、読朝新聞、2007 年 2 月 2 日 H19.2 

  
「工場野菜の真実-クスリを生産する次世代植物工場」、日経トレンディ、
2007.2 月号 

H19.2 

  
「密閉型遺伝子組換え工場が完成。遺伝子組換えジャガイモの実用化研究
も」、ポテカル、2007.3 月号 

H19.3 

  
「遺伝子組換え植物工場が稼動、医薬品原料の生産を開始」、Bionics、
2007.3 月号 

H19.3 

  
「遺伝子組換え植物工場  鹿島、産総研に引渡し」、日本経済新聞、2007
年 4 月１6 日 

H19.4 

  
「産総研の『密閉型遺伝子組換え植物工場』技術の粋を集める」、日刊工業
新聞、2007 年 5 月 28 日 

H19.5 

  
「ワクチン原料のジャガイモなど栽培完全密閉型の  GM 植物工場稼動
へ」、農業経営者、2007.5 月号 

H19.5 

  「特集 新しい農業・植物工場のゆくえ」、発明、2007 年 6 月号 H19.6 

  
「完全密閉型遺伝子組換え植物工場で医薬品原料を生産」、PHARM 
TECH JAPAN、 2007.6 月号 

H19.6 

  
｢密閉型遺伝子組換え植物工場システムの開発｣、AIST today：７（8）：14～
15 

H19.8 

  
「イチゴやイモが医薬品を生産！世界初の完全閉鎖型植物工場」週刊ダイ
ヤモンド、2007.10 月号 

H19.10 



149 

 

  
「Good design award 2007 新領域デザイン部門 完全密閉型植物工場」、
朝日新聞、2007 年 11 月 27 日 

H19.11 

  「ジャガイモ水耕栽培に成功」、北海道新聞、2008 年 1 月 29 日 H20.1 

  
日経エレクトロニクス (2008.2月号)、「特集 エレクトロニクスで農業革命／第
１部〈注目が集まるワケ〉食の安全・安心を追い風に、成長軌道描く植物工
場」 

H20.2 

   

その他 
平成 18年度・第 24回バイオテクノロジーシンポジウム（ポスター発表：全テー
マ）、2006 年 11 月 21 日 

H18.11 

  
日本植物細胞分子生物学会大会シンポジウ ム 「植物工場を用いた高付
加価値物質生産」 (2007 年 8 月 8 日)、４題発表。 

H19.8 

  
平成 19年度・第 25回バイオテクノロジーシンポジウム（ポスター発表：全テー
マ）、2007 年 11 月 6 日 

H19.11 

  
日本学術会議農業生産環境工学分科会主催公開シンポジウム  「遺伝子
組換え作物実験施設の環境構築」 (2008 年 5 月 8 日)、４題発表。 

H20.5 

  
アグロ・イノベーション 2008 「－特別展示－ 完全閉鎖系栽培施設のモデル
展示」 (2008 年 7 月 16-18 日) 

H20.7 

  
平成 20年度・第 26回バイオテクノロジーシンポジウム（ポスター発表：全テー
マ）、2008 年 11 月 6 日 

H20.11 

  
日本農芸化学会／バイオテクノロジー開発技術研究組合共催シンポジウム
「遺伝子組換え技術を駆使した植物による有用物質生  産の体系化」、2009
年 3 月 29 日、3 編発表 

H21.3 

  
平成 21年度・第 27回バイオテクノロジーシンポジウム（ポスター発表：全テー
マ）、2009 年 11 月 5 日 

H21.11 

  
平成 22 年度・第 28 回バイオテクノロジーシンポジウム（「Bio Japan 2010」内
の行事として開催／ポスター発表：全テーマ）、2010 年 9 月 29 日 

H22.9 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011年 2月 23日) 開催、招待講演３編・プロジェクト成果発
表６編 

H23.2 
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３－１「イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発」 

特許、論文、投稿、発表等リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2007-253284、発明名称「メタルハライドランプ」、出願人「岩崎電気株
式会社」 

H19.9.27 

出願  

  
特願 2009-021846、発明名称「遺伝子組換え植物の栽培方法」、出願人
「日本製紙株式会社」 

H21.2.20 

出願  

  
特願 2010-168163、発明名称「目的タンパク質を高蓄積する遺伝子組換え
植物」、出願人「日本製紙株式会社」 

H22.7.27 

出願  

  
特願 2010-260395、発明名称「メタルハライドランプ」、出願人「岩崎電気株
式会社」 

H22.11.22 

出願  

  
特願 2011-034874、発明名称「排水滅菌システム」、出願人「株式会社朝日
工業社」 

H23.2.21 

出願  

論文 

(査読有) 

Proc. Natl Acad Sci (104: pp.10986‒10991), USA: “Rice- based mucosal 
vaccine as a global strategy for cold-chain- and needle-free vaccination” 

H19 

  
J. Exp. Med. (204, pp.2789-2796)： “New generation of mucosal vaccine: 
Novel M cell specific carbohydrate-targeted vaccination is effective for the  
induction of antigen-specific immune responses” 

H19 

  
J. Immunol. (183: pp.6538-6544)： “A rice-based oral cholera vaccine 
induces macaque-specific systemicneutralizing antibodies but does not 
influence pre-existing intestinal immunity” 

H21 

  
Vaccine (27: pp.5982-5988)： “OralMucoRice expressing double-mutant 
cholera toxin A and B subunits inducestoxin-specific neutralising 
immunity” 

H21 

  
Future Perspectives (6: pp.149-166), Springer, USA： “Transgenic Rice 
Allergy Frontiers” 

H21 

  
Expert Rev, Vaccines (8 ： pp.1083-1097) ：  “Mucosal vaccines: novel 
advances in technology and delivery” 

H21 

  
Environ.Control in Biol. (48 (1): pp.17-24)： “Effect of Nutrient Solution 
Concentration at the Heading Time on the Growth, Development, and Seed 
Storage Protein Content of Rice Plants in a Controlled Environment” 

H22.6 

  
植物環境工学 (22 (2): pp.114-117)： 「人工環境下における出穂後の限界
日長より長い明期がイネの生育に及ぼす影響」 

H22.6 

  

Proc. Natl. Acad. Sci. (107: pp.8794-8799), USA, ：  “ Secretory 
IgA-mediated protection against V. cholerae and heat-labile 
enterotoxin-producing enterotoxigenic Escherichia coli by rice-based 
vaccine” 

H22 

  
Bio Clinica (25: pp.34-37)： 「粘膜免疫、感染症にたいするワクチン開発へ
の応用」 

H22 

   

論文 

(査読無) 

ファルマシア (44： pp.689-692): 「コメ型経口ワクチンによる粘膜感染症の
予防法の確立を目指して」 

H20 

  
日本臨床免疫学会誌  (31： pp.369-374): 「MucoRice:コメ発現システムを
応用した経口ワクチン開発」 

H20 

  
日本家畜臨床感染症研究会誌 (3 巻 2 号、pp.67-71): 「粘膜免疫学の基
礎解明とそれを応用した粘膜ワクチン開発」 

H20 
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月刊 BIO INDUSTRY (2009 年 1 月号)： 「イネ植物工場－閉鎖型イネ栽培
システムに必要な機能と設備－」 

H21.1 

  
月刊 「クリーンテクノロジー」(2009 年 4 月号)： 「完全制御型イネ植物工場
－イネ栽培室における必要な機能について－」 

H21.4 

  
農業および園芸  (84、pp.46-49): 「イネ種子を基盤とする経口ワクチン
MucoRice の開発」 

H21 

  
大阪大学医学部学友会会誌  (29: pp.26-30)： 「コメを使った経口ワクチン
の開発」 

H21 

  
給排水設備研究（給排水設備研究会機関誌）(2010年 1月号)： 「完全制御
型遺伝子組換えイネ植物工場」 

H22.1 

  
シーエムシー出版「次世代ワクチンの産業応用技術」 (pp.93-103)： 「粘膜
ワクチンの開発と実用化への取り組み」 

H22 

  ㈱シナジー「臨床粘膜免疫学」(pp.532-539)：「経口ワクチン」 H22 
   

発表 

(国内) 

日本生物環境工学会 2007年創立記念大会 (2007年 6月 25-27日)： 「人
工環境下における明期がイネの栄養成長および幼穂分化に及ぼす影響」 

H19.6 

  
日本生物環境工学会 2007年創立記念大会 (2007年 6月 25-27日)： 「人
工環境下の培養液濃度および明期がイネの出穂後の生育に及ぼす影響」 

H19.6 

  
第 44 回日本消化器免疫学会 (2007 年 7 月 8-9 日)： 「粘膜ワクチンの新
世代：M 細胞標的型粘膜ワクチンは効果的に免疫応答を誘導する」 

H19.7 

  

13th International Congress of Mucosal Immunology (July, 2007), Tokyo： 
“ New generation of mucosal vaccine ： Novel M cell specific 
carbohydrate-targeted vaccination is effective for the induction of 
antigen-specific immune responses”  

H19.7 

  
2007 年度日本建築学会大会（九州）学術講演会 (2007 年 8 月 29-31 日)： 
「閉鎖型イネ栽培システムに関する研究（その１）試験用閉鎖型栽培室の検
討と設備概要」 

H19.8 

  
2007 年度日本建築学会大会（九州）学術講演会 (2007 年 8 月 29-31 日)： 
「閉鎖型イネ栽培システムに関する研究（その２）試験用閉鎖型栽培装置の
空気環境と光環境の性能評価」 

H19.8 

  
第 28 回日本炎症・再生医学会 (2007 年 8 月 2-3 日)： 「MucoRice for the 
Development of New Generation Vaccine」 

H19.8 

  
平成 19 年度空気調和・衛生工学会大会 (2007 年 9 月 12-14 日)： 「閉鎖
型イネ栽培システムの構築及び性能評価」 

H19.9 

  
第 35 回日本臨床免疫学会 (2007 年 10 月 19-20 日)： 「MucoRice：コメ発
現システムを応用した経口ワクチン開発」 

H19.10 

  
第 55 回日本ウイルス学会 (2007年 10月 21-23日)： 「植物を用いた経口
ワクチン開発」 

H19.10 

  
第 25 回バイオテクノロジーシンポジウム (2007 年 11 月 6 日)： 「経口ワクチ
ン用ナチュラル・デリバリー・キャリアとしての遺伝子組換え米の有用性」 

H19.11 

  

第 37 回日本免疫学会 (2007 年 11 月 20-22 日)： 「 New generation of 
Clostridium botulinum oral vaccine: Novel M cell-targeted vaccination 
effectively induces protective immunity against the botulinum toxin 
challenge」 

H19.11 

  
第 37 回日本免疫学会 (2007 年 11 月 20-22 日)： 「 Development of 
rice-based mucosal vaccine for needle- and cold-chain-free vaccination」 

H19.11 

  
第 37 回日本免疫学会・シンポジウム (2007 年 11 月 20-22 日 )： 「 M 
cell-targeted and rice-based mucosal vaccine: a new   global strategy for 
needle- and cold-chain-free accination」 

H19.11 

  
第 11 回日本ワクチン学会 (2007 年 12 月 8-9 日)： 「M 細胞標的型粘膜ワ
クチンによる効果的な粘膜感染症防御免疫の誘導」 

H19.12 
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第 11 回日本ワクチン学会 (2007 年 12 月 8-9 日)： 「コールドチェーンフリ
ー経口ワクチンの開発」 

H19.12 

  
日本農業気象学会 2008年度全国大会 (2008年 3月 20-21日)： 「光環境
が生殖成長期のイネの成育に及ぼす影響」 

H20.3 

  
第 145 回日本獣医学会 (2008 年 3 月 28-30 日)： 「粘膜免疫を基盤とした
次世代ワクチン開発へ」 

H20.3 

  
第 26 回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会  (2008 年 4 月
15-16 日)： 「閉鎖型イネ栽培室におけるイネ花粉の飛散挙動に関する研
究」 

H20.4 

  
日本学術会議農業生産環境工学分科会主催公開シンポジウム「遺伝子組
換え作物実験施設の環境構築」 (2008 年 5 月 8 日)： 「閉鎖系温室および
特定網室での遺伝子組換えイネ等の栽培試験」 

H20.5 

  
日本食品免疫学会・シンポジウム (2008 年 5 月 13-14 日)： 「M 細胞の免
疫生物学的基礎解明とそれを基盤とした M 細胞標的型粘膜ワクチン開発」 

H20.5 

  
日本家畜臨床感染症シンポジウム (2008年 6月 19日)： 「粘膜ワクチンによ
る粘膜感染症の予防法の確立」 

H20.6 

  
平成 20 年度空気調和・衛生工学会大会 (2008 年 8 月 27-29 日)： 「閉鎖
型イネ栽培システムにおけるイネ群落内環境の性能評価」 

H20.8 

  
第 26 回日本植物細胞分子生物学会（大阪）大会・シンポジウム (2008 年 9
月 1-2 日)： 「遺伝子組換えイネの水耕栽培について」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「青色光
を用いる短日処理がイネの花成に及ぼす影響」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
イネ栽培システム －試験用閉鎖型栽培室の構築と性能評価－」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
植物生産システムで栽培したイネの種子タンパク質の解析」 

H20.9 

  
2008 年度日本建築学会大会（中国）学術講演会 (2008 年 9 月 18 日－19
日)： 「閉鎖型イネ栽培システムに関する研究（その３）試験用閉鎖型栽培室
のイネ花粉の飛散挙動」 

H20.9 

  
第 12 回日本小児栄養消化器肝臓学会 (2008 年 10 月 11-12 日)： 「消化
管感染症に対する遺伝子組み換え技術を用いたコメ型粘膜ワクチンの開
発」 

H20.10 

  
第 12 回日本ワクチン学会 (2008 年 11 月 8-9 日)： 「無毒化コレラ毒素 A
及びＢサブユニットを発現する遺伝子組換え米型経口ワクチンの開発」 

H20.11 

  
日本農芸化学会･2009年度大会シンポジウム (2009年 3月 27-29日)： 「コ
レラワクチン物質を含有するコメの開発」 

H21.3 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「コレラワクチン物質を蓄積した米の開発」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「米でのワクチン物質の高蓄積化のための検討」 

H21.7 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「遺伝子組
換えイネによるワクチン生産」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「出穂前後
の培養液濃度がイネの生育および種子タンパク質濃度に及ぼす影響」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009 年福岡大会 (2009 年 9 月 6-8 日)： 「閉鎖型イ
ネ栽培システム（その２）－イネ花粉の飛散挙動と拡散防止に関する研究－」 

H21.9 

  
Workshop Biotech, "Does International Networking Bring Innovation?" 
(Oct., 2009), Osaka： “Development of a cold-chain free Rice-based oral 
vaccine: MucoRice International collaboration in Biotechnology” 

H21.10 

  

国際園芸学会／日本農業気象学会園芸工学研究部会共催、第 6 回 ISHS
「光と園芸」国際シンポジウム (2009年 11月 16-18日)： “Development of a 
production system equipped with a high-intensity lightsource for GM 
crops”  

H21.11 
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日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「植物育
成用人工光源の開発－遺伝子組換えイネ栽培用－」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
イネ栽培システム（その３）－各生育ステージにおける空気環境の変動解析
－」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「生殖成
長期の培養液濃度および光強度が CTB 遺伝子導入イネの種子中 CTB 含
有量に及ぼす影響」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
イネ栽培システム（その４）－試験用イネ栽培室における消費電力量等の調
査・解析－」 

H22.9 

  

日本ワクチン学会 (2009 年 9 月 27 日)： 「コレラ毒素 B サブユニット（CTB）
発現米はカニクイザルへの経口投与により血清中に CT 特異的 IgG 抗体を
誘導するが、自然抗体として腸管に存在する CT特異的 SIgA抗体の免疫応
答には影響を与えない」 

H21.9 

  
日本ワクチン学会 (2009 年 9 月 27 日)： 「コレラ毒素 B サブユニット発現コ
メ型経口ワクチンによるコレラ菌および毒素原性大腸菌に対する下痢予防
効果の検証」 

H21.9 

  
第 47 回農業電化研究会 (2009 年 10 月 8 日)： 「完全制御型遺伝子組換
えイネ植物工場の開発」 

H21.10 

  
第 83 回日本細菌学会総会(横浜) (2010 年 3 月 27-29 日)： 「米型コレラ毒
素Ｂ鎖ワクチンは分泌型 IgA を誘導することでコレラ菌による下痢を長期間
防御する」 

H22.3 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会（仙台） (2009 年 9 月 2-3 日)： 
「インフルエンザワクチン抗原を蓄積させたイネの開発」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会（仙台） (2009 年 9 月 2-3 日)： 
「コレラワクチン米の生産技術」 

H22.9 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「遺伝子組換
えイネによる有用物質生産のための閉鎖型栽培システムの構築」 

H22.9 

  
第 33 回日本分子生物学会年会（神戸） (2010 年 12 月 7-10 日)： 「コレラ
ワクチン物質を蓄積した米の開発」 

H22.12 

   

発表 

(国外) 

American Association of Immunologist, 94th Annual Meeting (May, 2007), 
Maiami Beach, USA： “Rice-based mucosal vaccine: a new global strategy 
for needle-free vaccination”  

H19.5 

  
Keystone Symposia -Challenges of Global Vaccine Development (T1)- 
(Oct., 2007), Cape Town, South Africa： “A needle- and cold-chain-free 
rice based vaccine against cholera toxin”    

H19.10 

  

Annual Joint Meeting on Immunology Teaching and Research (March, 
2008), Hanoi, Vietnam：“New generation of mucosal vaccine: Novel M 
cell-targeted oral vaccination is effective for the induction of 
antigen-specific immune responses”  

H20.3 

  
American Association of Immunologist, 95th  Annual Meeting (April, 
2008), San Diego, USA：“Oral rice-based nontoxic mutant Cholera Toxin 
induces enterotoxin neutralizing immunity”  

H20.4 

  

Keystone Symposia -Pathogenesis and Control of Emerging Infections and 
Drug-Resistant Organisms (S4)- (Oct., 2008), Bangkok, Thailand： “Oral 
MucoRice expressing double mutant cholera toxin A and B subunits induced 
the toxin specific neutralizing immunity”  

H20.10 

  
BioMalaysia 2008 (Oct., 2008), Kuala Lumpur, Malaysia： “Rice-based oral 
vaccine: A new global strategy for cold chain & needle free vaccination”  

H20.10 
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2nd Global Vaccine Congress (Dec., 2008), Boston, USA： “Clinical impact 
of cholera toxin B subunit  expressed rice-based vaccine: Crucial 
protective role of antigen specific secretory IgA and cross-protection 
against cholera toxin and E.coli heat labile enterotoxin,”  

H20.12 

  
The 3rd International conference on Plant-based Vaccine & Antibodies 
(PBVA 2009) (June, 2009), Verona, Italy： “Development of a Closed Plant 
Production System of Genetically Modified Rice”  

H21.6 

  

The 3rd International conference on Plant-based Vaccine & Antibodies 
(PBVA 2009) (June, 2009), Verona, Italy： “Oral rice-based cholera toxin 
B subunit vaccine protects mice from both live Vibrio cholerae- and 
Enterotoxigenic Escherichia coli-induced diarrhea”  

H21.6 

  
3rd Global Vaccine Congress (Oct., 2009), Bangkok, Thailand： “Oral 
MucoRice-CTB induces toxin-protective serum antibodies but does not 
influence natural intestinal immunity in nonhuman primates” 

H21.10 

  

American Association of Immunologists, Immunology 2010 (May, 2010), 
Baltimore, USA ：  “ A rice-based oral cholera vaccine induces 
macaque-specific systemic neutralizing Abs but does not influence natural 
intestinal immunity”  

H22.5 

  

American Association of Immunologists, Immunology 2010 (May, 2010), 
Baltimore, USA： “Secretory IgA responses induced by rice-based oral 
cholera toxin B subunit vaccine are solely responsible for 
antibody-mediated long-standing cross-protection against Vibrio 
cholerae- and enterotoxigenic Escherichia coli- induced diarrhea”  

H22.5 

   

新聞等 日本経済新聞 (2010 年 4 月 27 日)、「下痢を予防飲むワクチン」 H22.4 

  日本経済新聞 (2010 年 5 月 26 日)、「組み換え米、ワクチンに」 H22.5 
   

その他 
植物工場普及振興会 第 17 回総会 (2008 年 5 月 30 日)、話題提供： 「組
換えイネによる有用物質生産のための閉鎖型栽培システムの構築」 

H20.5 

  
日本エアロゾル学会 第 1 回 RACC （Risk Assessment in Contamination 
Control）研究会 (2008年 7月 3日)、話題提供： 「組換えイネによる有用物
質生産のための閉鎖型栽培システムの構築」 

H20.5 

  
技術情報協会主催セミナー「植物工場における環境制御技術と機能性野
菜の栽培技術」 (2009 年 10 月 27 日)： 「完全制御型遺伝子組換えイネ植
物工場の開発」 

H21.10 

  
技術情報センター主催セミナー「植物工場の技術開発・実用化最新動向と
成功する参入のポイント、高収益野菜・苗・イネの生産・栽培技術」 (2010 年
2 月 3 日)： 「完全制御型遺伝子組換えイネ植物工場の開発」 

H22.2 

  
アグロイノベーション 2010 (2010 年 11 月 24-26 日)、展示： 「植物育成用光
源」（イネ栽培用人工光源の展示） 

H22.11 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011年 2月 23日) ： 「遺伝子組換えイネによる有用物質生
産のための閉鎖型栽培システムの構築」 

H23.2 
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３－２「組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2008-210021、発明名称「トリインフルエンザウイルス抗原及び経口投
与で有効な粘膜アジュバントを併用したトリインフルエンザワクチンの追加免
疫方法」、出願人「学校法人北里研究所」 

H20.8.19 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/064285、発明名称「トリインフルエンザウイルス抗原
及び経口投与で有効な粘膜アジュバントを併用したトリインフルエンザワクチ
ンの追加免疫方法」、出願人「学校法人北里研究所」 

H21.8.13 

出願  

      

論文 

(査読無) 

BIO Clinica（北隆館） (25 (5): pp.50-53)： 「組換え植物を用いた経口ワク
チンの開発」 

H22.5 

  
細胞（ニューサイエンス） (42 (9): pp.34-35)： 「組換え植物を用いた経口ワ
クチンの開発」 

H22.8 

      

発表 

(国内) 

第 146 回日本獣医学会学術集会 (平成 20 年 9 月 24-26 日)： 「経口投与
型鶏インフルエンザワクチンの開発  －組換え抗原およびアジュバントの評
価－」 

H20.9 

  
園芸学会 平成 20 年度秋季大会 (平成 20 年 9 月 27-28 日)： 「閉鎖型植
物工場におけるジャガイモの養液栽培技術の開発」 

H20.9 

  
第 26 回バイオテクノロジーシンポジウム (2008 年 11 月 6 日)： 「組換えジャ
ガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発」 

H20.11 

  
平成 20 年度 AKPS 学術研究集会・微生物アカデミー学術研究集会  (2008
年 12 月 13 日)： 「組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の
開発」 

H20.12 

  
日本農芸化学会 2010年度大会 (2010年 3月 29日)： 「組換え植物を用い
た経口投与型鳥インフルエンザワクチンの開発」 

H22.3 

  
第 13回北里微生物アカデミー研究集会 (2010年 8月 6日)： 「組換え植物
を用いた経口投与型鳥インフルエンザワクチンの開発」 

H22.8 

  
第 150 回日本獣医学会学術集会 (2010 年 9 月 18 日)： 「組換え植物を用
いた経口投与型鳥インフルエンザワクチンの免疫学的評価」 

H22.9 

  
International Union of Microbiological Societies (IUMS 2011) 
(2011.8.6-16), Sapporo, Japan：  “Development of oral vaccine against 
avian influenza using transgenic potato” 

H23.8 

      

発表 

(国外) 

The New International Conference on Modern Veterinary Vaccines and 
Adjuvants (MVVA 2010) (2010.11.17-19), Budapest, Hungary ： 
“Development of oral vaccine against avian influenza using transgenic 
potato”  

H22.11 

      

新聞等 北海道新聞 (2008 年 1 月)、「ジャガイモ水耕栽培に成功」 H20.1 

  
日本経済新聞 (2010 年 7 月 19 日)、「鳥インフル向け-食べるワクチン-開
発」 

H22.7 

  
読売新聞 (2010 年 8 月 7 日)、「ふしぎ科学館」、「ワクチン、病原体が原料」
（取材記事） 

H22.8 
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３－３「高機能性物質生産ダイズに関する技術開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2008-211377、発明名称「水耕栽培用局所加湿器」、出願人「新菱冷
熱工業株式会社」 

H20.8.20 

出願  

  
特願 2008-211378、発明名称「ダイズの栽培方法及び多段式ダイズ栽培装
置」、出願人「新菱冷熱工業株式会社」 

H20.8.20 

出願  

  

特願 2008-257811、発明名称「インゲンマメの種子貯蔵タンパク質アルセリン
2 のプロモーター及びその利用」、出願人「北興化学工業株式会社、独立行
政法人農業・食品産業技術総合研究機構」 

H20.10.2 

出願  

  

特願 2008-304006、発明名称「ワクチンを蓄積する形質転換ダイズ植物およ
びその利用」、出願人「北興化学工業株式会社、独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構、国立大学法人京都大学、国立大学法人弘前大
学」 

H20.11.28 

出願  

  
特願 2009-150029 （優先権主張）、発明名称「ダイズの栽培方法及び多段
式ダイズ栽培装置」、出願人「新菱冷熱工業株式会社」 

H21.6.24 

出願  

  
特願 2009－212304、発明名称「種子貯蔵タンパク質高含有形質転換ダイズ
植物」、出願人「北興化学工業株式会社、独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構」 

H21.9.14 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/069977、発明名称「ワクチンを蓄積する形質転換ダ
イズ植物およびその利用」、出願人「北興化学工業株式会社」 

H21.11.26 

出願  

  
特願 2010-094195、発明名称「栽培室及びその空調装置」、出願人「新菱
冷熱工業株式会社」 

H22.4.15 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry（日本農芸化学会・英文誌） 
(73 (1), pp.53-60)： “Vacuolar Sorting Behaviors of 11S Globulins in Plant 
Cells” 

H21 

  
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (75(5), pp.823-828) ： 
“Development of transgenic crops  to improve human health by advanced 
utilization of seed storage proteins” 

H23 

      

論文 

(査読無) 

月刊 BIOINDUSTRY (2009 年 1月号)： 「組換えダイズ作出技術の開発と有
用物質生産への利用」 

H21.1 

  
建築設備技術者協会誌「建築設備士」 (2011 年 1 月号)： 「日常のこと，年
の初めのこと」 

H23.1 

      

発表 

(国内) 

農業環境工学関連学会 2007年合同大会 (2007年 9月 11-14日)： 「人工
環境下におけるダイズ栽培システムに関する研究」 

H19.9 

  
2008 生態工学会年次大会 (2008 年 6 月 19-20 日)： 「人工環境下におけ
るダイズ栽培システムに関する研究 －ダイズの栄養成長期の成育環境－」 

H20.6 

  
平成 20 年度空気調和・衛生工学会大会 (2008 年 8 月 27-29 日)： 「組換
えダイズ栽培用閉鎖型植物生産施設の開発（第１報：施設概要と CFD によ
る検討）」 

H20.8 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下におけるダイズ栽培システムに関する研究  －ダイズの収穫物に関する
環境の影響－」 

H20.9 

  
第 25 回バイオテクノロジーシンポジウム (2008.11)： 「高機能性物質生産ダ
イズに関する技術開発、（その２）組換えダイズによる有用物質生産システム
の研究開発」 

H20.11 
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日本農業気象学会大会 2009 年全国大会 (2009 年 3 月 25-27 日)： 「人
工環境下におけるダイズ栽培システムに関する研究  －栽植密度がダイズの
収量に及ぼす影響－」 

H21.3 

  
日本農芸化学会 2009年度大会シンポジウム (2009年 3月 27－29日)： 「ア
ルツハイマー病エピトープペプチドを蓄積する遺伝子組換えダイズの開発」 

H21.3 

  
日本育種学会・第 115 回講演会 (2009 年 3 月 28 日)： 「ウイスカー法によ
るアルツハイマー病エピトープ遺伝子導入形質転換ダイズの作出」 

H21.3 

  
日本育種学会・第 115回講演会 (2009年 3月 28日)： 「遺伝子組換えによ
るダイズ種子タンパク質組成の改変」 

H21.3 

  
日本育種学会・第 115 回講演会 (2009 年 3 月 28 日)： 「ゲノム情報を活用
したダイズ分子育種の展開」 

H21.3 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「組換えダイズによるアルツハイマー病エピトープ高生産技術
の開発」 

H21.7 

  
平成 21 年度空気調和・衛生工学会大会  学術講演論文集  (C-29、
pp.959-962，2009 年 9 月)： 「組換えダイズ栽培用閉鎖型植物生産施設の
開発（第 2 報：実測に基づく栽培室の環境評価）」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009 年福岡大会・オーガナイズドセッション (2009 年
9 月 6-8 日)： 「組換えダイズによる有用物質生産システムの研究開発」 

H21.9 

  
日本育種学会・第 116 回（秋季）講演会 (2009 年 9 月 26 日)： 「各種種子
タンパク質を利用したアルツハイマー病エピトープ形質転換ダイズの作出」 

H21.9 

  
日本育種学会・第 116 回（秋季）講演会 (2009 年 9 月 26 日)： 「外来種子
タンパク質の高度蓄積がダイズ内在タンパク質に及ぼす影響」 

H21.9 

  
日本育種学会・第 116 回（秋季）講演会 (2009 年 9 月 26 日)： 「種子貯蔵
タンパク質欠失変異ダイズを用いたアルツハイマー病エピトープ形質転換体
の作出および解析」 

H21.9 

  
日本育種学会・第 116 回（秋季）講演会 (2009 年 9 月 26 日)： 「種子貯蔵
タンパク質欠質ダイズを用いた外来タンパク質の高度蓄積」 

H21.9 

  
第 27 回バイオテクノロジーシンポジウム (2009 年 11 月 5 日)： 「アルツハイ
マー病エピトープペプチドを高生産する遺伝子組換えダイズの開発」 

H21.11 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「高機能性物
質生産ダイズに関する技術開発（その２）組換えダイズによる有用物質生産
システムの研究開発」 

H21.11 

  
日本農芸化学会 2010 年度大会 (2010 年 3 月 29 日)： 「結晶構造比較に
よる 11S グロブリンの保存性と多様性の解析」 

H22.3 

  
日本植物細胞分子生物学会 2010年度大会 (2010年 9月 3日)： 「種子貯
蔵タンパク質欠失ダイズによるアルツハイマー病エピトープ高生産技術の開
発」 

H22.9 

  
第 28 回バイオテクノロジーシンポジウム（Bio Japan 2010） (2010 年 9 月 29
日)： 「高機能性物質生産ダイズに関する技術開発  （その１）組換えダイズ
による機能性ペプチド生産技術の研究開発」 

H22.9 

  
第 28 回バイオテクノロジーシンポジウム（Bio Japan 2010） (2010 年 9 月 29
日)： 「遺伝子組換えダイズによる有用物質生産システムの研究開発」 

H22.9 

  
平成 22年度空気調和・衛生工学会大会 (2010年 9月 3日)： 「組換えダイ
ズ栽培用閉鎖型植物生産施設の開発（第 3 報：CFD 解析による果菜用空
調方式の検討）」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下におけるダイズ栽培に関する研究－多段栽培を目指した草姿制御法
の検討－」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下におけるダイズ栽培に関する研究－明暗期条件がダイズの成長に及ぼ
す影響－」 

H22.9 
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種子生理生化学研究会 2010年度大会 (2010年 12月 17日)： 「遺伝子組
換えによる外来種子タンパク質高蓄積ダイズの作出」 

H22.12 

  
日本農芸化学会 2011年度大会 要旨集 (2011年 3月)： 「ダイズ種子にお
けるアルツハイマー病エピトープ導入型 11S グロブリンの蓄積挙動解析」 

H23.3 

  
日本育種学会 2011 年度大会 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 「種子貯蔵タ
ンパク質欠失変異ダイズを用いたアルツハイマー病エピトープ形質転換体の
解析」 

H23.3 

      

新聞等 化学工業日報 (2009 年 3 月 23 日)、「ワクチン高蓄積ダイズ」 H21.3 

  日経産業新聞 (2009 年 4 月 10 日)、「ワクチン高蓄積ダイズ」 H21.4 
      

その他 
科学技術振興機構（JST）「産から学へのプレゼンテーション」 (2010 年 8 月
20 日)： 「組換え生物による高付加価値物質生産技術」 

H22.8 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011 年 2 月 23 日)： 「遺伝子組換えダイズによるワクチン成
分高生産技術の開発」 

H23.2 
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３－４「レタスによるワクチン成分生産技術開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2007-174919、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産株
式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人帯
広畜産大学」 

H19.7.3 

出願  

  
特願 2009-521546、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産株
式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人帯
広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2008/055550、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人
「出光興産株式会社、国立大学法人国立大学法人奈良先端科学技術大
学院大学、国立大学法人帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
08722760.9（ヨーロッパ）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興
産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法
人帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
200880023029.4（中国）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興
産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法
人帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
2010-7002505（韓国）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産
株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人
帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
1-2010-00208（ベトナム）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光
興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学
法人帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
12/667393（アメリカ）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産
株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人
帯広畜産大学」 

H20.3.25 

出願  

  
特願 2008-120573、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産株式
会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H20.5.2 

出願  

  
0801002407（タイ）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産株
式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人帯
広畜産大学」 

H20.5.15 

出願  

  
097118119（台湾）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出光興産株
式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人帯
広畜産大学」 

H20.5.16 

出願  

  
Ｐ080102891（アルゼンチン）、発明名称「ブタ浮腫病ワクチン」、出願人「出
光興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、国立大
学法人帯広畜産大学」 

H20.7.3 

出願  

  
特願 2010-510133、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産株式
会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/058345、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出
光興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
0901001939（タイ）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産株式
会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.29 

出願  

  
P-090101546（アルゼンチン）、2009年 4月 29日出願、発明名称「細菌毒素
ワクチン」、出願人「出光興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術
大学院大学」 

H21.4.29 

出願  
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098114432（台湾）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産株式
会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.30 

出願  

  
09738819.3（ヨーロッパ）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産
株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
12/990597（アメリカ）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産株
式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
MX/a/2010/011938（メキシコ）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出
光興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
200980116606.9（中国）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産
株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
2010-7026745（韓国）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興産
株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
1-2010-03200（ベトナム）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光興
産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
7641/CHENP/2010（インド）、発明名称「細菌毒素ワクチン」、出願人「出光
興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学」 

H21.4.28 

出願  

  
特願 2010-159069、発明名称「糖鎖修飾が抑制された改変 Stx2e タンパク
質」、出願人「出光興産株式会社、国立大学法人奈良先端科学技術大学
院大学」 

H22.7.13 

出願  

      

論文 

(査読有) 

Infect Immun (75: pp.2189-2200)： “The serine 31 residue of the B subunit 
of Shiga toxin 2 Is essential for secretion in nterohemorrha- gic Escherichia 
coli.” 

H19 

  
Microb Pathog (43: pp.88-95)： “Receptor affinity, stability and binding 
mode of Shiga toxins are determinants of toxicity” 

H19 

  
Environ. Control Biol. (46(3), pp.183-194)：  “Simulation for Precision 
airflow control using a multi-fan for a plant factory” 

H20 

  
Environ. Control Biol. (46(3), pp.195-202)：  “A Simulation Model for 
Heterologous Protein Production in Transgenic Lettuce” 

H20 

  

Engineering in Agriculture，Environment and Food （Asian Agricultural and 
Biological Engineering Association 学会誌）  (2 (3))： “Time Course of 
Expression of CaMV35S-GUS Gene in Transgenic Lettuce Plants in a Plant 
Factory” 

H21.7 

  
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry （日本農芸化学会英文誌） 
(73 (7): pp.1628-1634)：  “Transgenic Lettuce Producing a Candidate 
Protein for Vaccine against Edema Disease” 

H21.7 

  
Environment Control in Biology （日本生物環境工学会学会誌） (47(3): 
pp.157-165)： “A Dynamic Model for Simulating Recombinant Production 
in Transgenic Lettuce” 

H21.11 

  
Environment Control in Biology (48(1), pp1-8)： “The effect of photoperiod 
on β-glucuronidase gene expression under control CaMV-35S promoter 
in transgenic lettuce”  

H22 

  
Transgenic Res. (20(4): pp.735-748)： “Production of double repeated B 
subunit of Shiga toxin 2e at high levels in transgenic lettuce plants as 
vaccine material for porcine edema disease” 

H23 

  
Glycobiology (21(8): pp. 994-999)： “N-Glycosylation at non-canonical 
Asn-X-Cys sequences in plant cells”  

H23 

      

論文 

(査読無) 

IMCJ Frontier's Report (2007 年 5 月号)： 「レタスによるワクチン成分生産
～食べるワクチン」 

H20.5 

  
IMCJ Frontier's Report (2008 年 5 月号)： 「レタスによるワクチン成分生産
～抗原部位の最適化」 

H20.5 



161 

 

  BIO INDUSTRY (2009 年 1 月号)： 「ブタ浮腫病ワクチン生産レタスの開発」 H21.1 

  臨床獣医 (2009 月 3 月号)： 「粘膜免疫によるブタ浮腫病臨床試験」 H21.3 

  
奈良県農業総合センター研究報告 (2009 月 3 月号)： 「レタス‘岡山サラダ
菜’の高効率培養系の確立」 

H21.3 

  出光技報 (52(2)、pp.75－82)： 「植物ワクチン（食べるワクチン）」 H21.4 

  
日本豚病研究会報 (第 55 号、2009 年 8 月号)： 「粘膜ワクチンによる豚浮
腫病予防法の開発に向けて」 

H21.8 

      

発表 

(国内) 

日本植物細胞分子生物学会第 25回大会 (2007年 8月 7-9日)： 「組換え
レタスを用いたブタ浮腫病ワクチン成分生産」 

H19.8 

  
日本植物細胞分子生物学会第 25回大会 (2007年 8月 7-9日)： 「豚浮腫
病ワクチン生産のためのレタス小胞輸送工学」 

H19.8 

  
平成 19 年度園芸学会近畿支部奈良大会 (2007 年 9 月 1 日)： 「レタスに
おける導入遺伝子を高発現させるマイクロプロパゲーションシステムの確立」 

H19.9 

  
第 59 回日本生物工学会 (2007 年 9 月 25-27 日)： 「植物工場に供する浮
腫病ワクチン生産レタスの作製」 

H19.9 

  
平成 19年度第 1回ちばバイオクラスター交流会 (2007年 10月 29日)： 「植
物工場を活用した家畜用ワクチン生産レタスの開発」 

H19.10 

  
第 25 回バイオテクノロジーシンポジウム (2007 年 11 月 6 日)： 「組換えレタ
スによる家畜用経口ワクチンタンパク質生産の研究開発」 

H19.11 

  
シンポジウム「戦略的植物製造構想」 (2008年 3月 26日)： 「レタスを用いた
“食べるワクチン”生産シミュレーション」 

H20.3 

  
日本学術会議農業生産環境工学分科会主催公開シンポジウム「遺伝子組
換え作物実験施設の環境構築」 (2008 年 5月 8日)： 「閉鎖系制御環境下
における植物利用型 有用物質生産」 

H20.5 

  IT 農業研究会 (2008 年 7 月)： 「植物工場における高付加価値作物生産」 H20.7 

  
日本生物工学会第 60 回大会 (2008 年 8 月 27-29 日)： 「ブタ豚浮腫病ワ
クチンを生産するレタス植物工場」 

H20.8 

  
日本植物細胞分子生物学会第 26 回大会・シンポジウム (2008 年 9 月 1-2
日)： 「ブタ浮腫病ワクチンタンパク質を生産する形質転換レタスの作製」 

H20.9 

  
日本植物細胞分子生物学会第 26 回大会・シンポジウム (2008 年 9 月 1-2
日)： 「植物におけるブタ浮腫病ワクチンタンパク質高生産技術の開発」 

H20.9 

  
日本獣医学会学術集会第 146 回大会 (2008 年 9 月 24-26 日)： 「経鼻粘
膜免疫によるブタ浮腫病臨床実験」 

H20.9 

  
第 26 回バイオテクノロジーシンポジウム (2008 年 11 月 6 日)： 「組換えレタ
スによる家畜用経口ワクチンタンパク質生産の研究開発」 

H20.11 

  
農業情報学会・2009年大会 (2009年 5月 21日)、オーガナイズドセッション： 
「精密気流制御」 

H21.5 

  
第 75 回日本豚病研究会研究集会 (2009 年 5 月 22 日)： 「粘膜ワクチンに
よるブタ浮腫病予防法の開発に向けて」 

H21.5 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「効率的な形質転換「岡山サラダ菜」の作出における培養条
件」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「ブタ浮腫病ワクチンタンパク質高生産レタスの開発」 

H21.7 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「完全制御
型植物工場における家畜用ワクチン生産システムの研究開発」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「葉面温度
が遺伝子組換えレタスの GUS 活性に与える影響について」 

H21.9 
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4th Congress of Asian Pig Veterinary Society (APVS 2009) (2009 年 10 月
26-28 日), Tsukuba： “Production of candidate vaccine against porcine 
edema disease in lettuce plants”  

H21.10 

  

国際園芸学会/日本農業気象学会園芸工学研究部会共催、第 6 回 ISHS
「光と園芸」国際シンポジウム (2009 年 11 月 16-18 日)、茨城： 「The effect 
of light intensity of β -glucuronidase gene expression under control 
CaMV-35S promoter in transgenic leaf lettuce」 

H21.11 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3日)： 「植物細胞を用いて生産したブタ浮腫病ワクチンタンパク質の翻
訳後修飾に関する解析」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3 日)： 「組換えレタスにおけるブタ浮腫病ワクチンタンパク質の高蓄積
化」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年大会 (2010 年 9 月 10 日)： 「環境制御下に
おける遺伝子組換えレタスを用いたブタ浮腫病ワクチンタンパク質生産に関
する研究」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年大会 (2010 年 9 月 10 日)： 「遺伝子組換え
レタスを用いたブタ浮腫病ワクチン生産のための気流制御技術の開発」 

H22.9 

  
第 28 回バイオテクノロジーシンポジウム（Bio Japan 2010） (2010 年 9 月 29
日)： 「組換えレタスによる家畜用経口ワクチンタンパク質生産の研究開発」 

H22.9 

  
第 28 回バイオテクノロジーシンポジウム（Bio Japan 2010） (2010 年 9 月 29
日)： 「遺伝子組換えレタスによる家畜経口用ワクチンタンパク質生産システ
ムの研究開発」 

H22.9 

  
2010 年度日本農芸化学会関西支部大会 (2010 年 10 月 2-3 日)： 「遺伝
子組換えレタスを利用したブタ浮腫病ワクチンの生産」 

H22.10 

      

発表 

(国外) 

4th International Symposium on Machinery and Mechatronics for 
Agriculture and Biosystems Engineering (ISMAB2008) (2008 年 5 月 27-29
日)： “Lettuce growth model for “edible vaccine” production”  

H20.5 

  
FESPB2008 (2008 年 8 月 17-22 日), Tempere, Finland： “Production of 
candidate vaccine against edema disease in plant cells”  

H20.8 

  
3rd International Conference on Plant-based Vaccines & Antibodies (PBVA 
2009) (2009 年 6 月 15-17 日), Verona, Italy： “Production of candidate 
vaccine against porcine edema disease in lettuce plants”  

H21.6 

      

新聞等 
日経バイオテクノロジージャパン「Food Science」 (2007 年 11 月 6 日)、「出
光．ブタ浮腫病ワクチンの組換えワクチンが経鼻投与でブタの浮腫の度合い
軽減、08 年に組換えレタス投与へ」 

H19.11 

      

その他 
日本生物工学会関西支部バイオサイエンスセミナー「バイオって何やろ？実
験で学び対話で納得」（バイオカフェ＆ラボ 2008／中高生向け理科教育） 
(2008 年 12 月 21 日)： 「植物工場を用いた“食べるワクチン”の生産」 

H20.12 

  
日本養豚開業獣医師協会･懇談会 (2009年 3月)： 「経口ワクチン生産レタ
スの開発」 

H21.3 

  
関西経済連合会 特別フォーラム「飛躍する植物工場－技術革新とビジネス
最前線」 (2009年 9月 15日)： 「機能性野菜の将来展望－ワクチンレタスの
技術開発－」 

H21.9 

  

セミナー「植物工場の事業採算性からみた栽培・生産技術の選定・活用法」
（メガ・セミナー株式会社） (2010 年 3 月 25 日)： 「完全制御型植物工場シ
ステムによるワクチン含有家畜用レタスの生産の事例、ブタ浮腫病ワクチンタ
ンパク質を生産する形質転換レタス植物工場の開発」 

H22.3 

  

セミナー「植物工場“農産物”販路拡大のための栽培植物の選び方・作り
方」（メガ・セミナー株式会社） (2010年 6月 23日)： 「完全制御型植物工場
システムによる機能性野菜の生産事例～レタスを用いた“食べるワクチン”の
技術開発と販路開拓～」 

H22.6 
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公立大学法人大阪府立大学植物工場研究センターコンソーシアム第 2 回
研修会「植物工場の可能性」 (2010年 9月 30日)： 「機能性野菜の将来展
望－ワクチンレタスの技術開発－」 

H22.9 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011年 2月 23日)： 「ブタ浮腫病ワクチン生産レタスの開発」 

H23.2 
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３－５「医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 

特願 2008-052709、発明名称「キク科植物葉緑体の形質転換用ベクター、ヒ
トチオレドキシン産生形質転換植物とその製造方法、並びにヒトチオレドキシ
ン含有組成物」、出願人「国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学、
国立大学法人京都大学」 

H20.3.3 

出願  

  
特願 2011-14721、発明名称「分子診断型植物工場及び分子診断方法」、
出願人「公立大学法人大阪府立大学、三洋電機株式会社」 

H23.1.27 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Environment Control in Biology （日本生物環境工学会英文学会誌） (46 
(2), pp.123-128)： “Effect of a Dark Pulse Under Continuous Red Light on 
the Arabidopsis thaliana Circadian Rhythm” 

H20 

  
Environ. Control Biol. (49, pp.51-60): “Early diagnosis of productivity 
through a clock gene promoter activity using a Luciferase bioluminescence 
assay in Arabidopsis thaliana”  

H23 

  
Plant Mol Biol. (in press, 2011)： “Production of biologically active human 
thioredoxin 1 protein in lettuce chloroplasts”  

H23 

  
GM Crops (in press, 2011)： “Generation of transplastomic lettuce with 
enhanced growth and high yield”  

H23 

      

発表 

(国内) 

日本農芸化学会 2008 年度大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「Production of 
human Thioredoxin 1 protein in lettuce chloroplasts」 

H20.3 

  
日本生物環境工学会大会 (2009 年 9 月 6-8 日)： 「光パルスによる概日リ
ズム制御技術の植物工場への応用に関する研究」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会大会 (2009 年 9 月 6-8 日)： 「ヒトチオレドキシン１産
生レタスの光質依存性」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会大会 (2009年 9月 6-8日)、オーガナイズドセッション： 
「ヒトチオレドキシン１レタス工場における有用タンパク質の高生産技術」 

H21.9 

  
日本時間生物学会 (2009年 10月 27日)： 「光パルスによる概日リズム制御
技術の植物工場への応用に関する研究」 

H21.10 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「医・農・工融
合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」 

H21.11 

  
日本農芸化学会 2010年度大会 (2010年 3月 27-30日)： 「葉緑体形質転
換技術による光合成能強化レタスの作出」 

H22.3 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「医・農・工融
合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」 

H22.9 

  
ユーグレナ研究会、第 26回研究集会 (2010年 11月 13日)： 「葉緑体形質
転換技術による光合成能強化およびヒトチオレドキシン高産生レタスの作
出」 

H22.11 

  
日本植物生理学会 2011年度大会 講演要旨集 (2011年 3月)： 「レタス葉
緑体における医療用タンパク質ヒトチオレドキシン１の生産」 

H23.3 

  
日本農芸化学会 2011年度大会 要旨集 (2011年 3月)：「葉緑体形質転換
技術による多収性およびヒトチオレドキシン産生レタスの作出」 

H23.3 

      

発表 

(国外) 

4th INDONESIAN BIOTECHNOLOGY CONFERENCE (2008 年 8 月 5-7
日 ), ボ ゴ ー ル 、 イ ン ド ネ シ ア ：  “ Production of functional human 
Thioredoxin-1 protein in lettuce chloroplasts”  

H20.8 

  The Botanical Society of Korea-The Korean Society for Plant H21.5 
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Biotechnology Joint Meeting 2009, “Epigenetics & RNA Biology” (30 May 
2009), Kwangju ( 光 州 ), ROK ：  “ Production of functional human 
Thioredoxin-1 protein in lettuce chloroplasts”  

  
2nd International Symposium on Chloroplast Genomics and Genetic 
Engineering (20–23 June 2010), Maynooth, Ireland： “Expression of the 
functional human thioredoxin-1 protein in lettuce chloroplasts”  

H22.6 

      

新聞等 ＮＨＫ関西 (2008 年 4 月 29 日)、ニュース H20.4 

  読売新聞 (2008 年 4 月 29 日朝刊)、「若返る！？レタス」 H20.4 

  産経新聞 (2008 年 4 月 29 日朝刊）、「レタスがストレス抑えます」 H20.4 

  毎日新聞 (2008 年 4 月 29 日朝刊）、「レタスで長寿」 H20.4 

  
日本経済新聞 （2008年 4月 29日朝刊）、「アレルギー抑制物質レタスの葉
で効率的に生産」 

H20.4 

  京都新聞 （2008 年 4 月 29 日朝刊）、「「レタス」食べてストレス解消？」 H20.4 

  
中日新聞 （2008 年 4 月 29 日朝刊）、「「ストレス抑えるレタス」作りに成功、
奈良先端大と京都大学」 

H20.4 

  
奈良新聞 （2008 年 4 月 29 日朝刊）、「レタスからアレルギー薬、奈良先端
大と京大が成功」 

H20.4 

  東京新聞 （2008 年 4 月 29 日朝刊）、「レタスからアレルギー薬」 H20.4 

  
日経産業新聞 （2008 年 4 月 30 日朝刊）、「医薬品候補物質レタスの葉で
生産」 

H20.4 

  
フジサンケイビジネスアイ （2008 年 4 月 30 日朝刊）、「炎症やアレルギー抑
制タンパク質生成遺伝子組換えレタス開発、 京大と奈良先端大」 

H20.4 

  
日刊工業新聞 (2008 年 4 月 30 日)、「京大と奈良先端科技大、医薬向けレ
タス開発、抗酸化・抗炎症たんぱく質葉緑体ゲノムへ導入」 

H20.4 

  東海ラジオ (2008 年 5 月 9 日) H20.5 

  
化学工業日報 （2008年 5月 12日朝刊）、「有用たん白生産レタス、安全安
価、医薬など実用化探る」 

H20.5 

  
科学新聞 (2010年 5月 16日)、「ヒトチオレドキシン産生レタス、奈良先端大
と京大が共同開発、医薬健康産へ応用期待」 

H20.5 

  
関西テレビ (2009 年 1 月 14 日)、「食の雑学クイズ、ニッポン人の食卓 200X
年」 

H21.1 

  週刊ポスト (2009 年 1 月 23 日号)、「ストレス撃退レタス」（取材記事） H21.1 

  
テレビ東京 (平成 21年６月 18日)、ワールドビジネスサテライト、「ヒトチオレド
キシン産生レタスの解説」 

H21.6 

  読売新聞 (平成 22 年 6 月 3 日夕刊)、「食べる「薬」」 H22.6 
      

その他 
「プロテイン・モール関西」 第 1 回情報交流セミナー (2009 年 7 月 31 日)： 
「医・農・工融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」 

H21.7 
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４－１「高機能性物質生産イチゴに関する技術開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2009-018455、発明名称「アディポネクチンを含有する経口用摂食調
整剤」、出願人「ホクサン株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所、
国立大学法人北海道大学」 

H21.1.29 

出願  

  
特願 2009-010309、発明名称「遺伝子組換え植物の養液栽培排水の処理
方法及び装置」、出願人「鹿島建設株式会社」 

H21.1.20 

出願  

  
特願 2009-253089、発明名称「花托プロモーター」、出願人「ホクサン株式
会社」 

H21.11.4 

出願  

  

国際出願 PCT/JP2010/50507、発明名称「アディポネクチンを含有する経口
用摂食調整剤」、出願人「ホクサン株式会社、独立行政法人産業技術総合
研究所、国立大学法人北海道大学」 

H22.1.18 

出願  

  
特願 2010－259476、発明名称「花托プロモーター」、出願人「ホクサン株式
会社」 

H22.11.4 

出願  

  
特願 2010-280060、発明名称「植物栽培照明・空調ユニットおよび植物栽
培設備」、出願人「鹿島建設株式会社」 

H22.12.16 

出願  

  
特願 2011-086923、発明名称「植物栽培設備」、出願人「鹿島建設株式会
社」 

H23.4.11 

出願  
      

論文 

(査読有) 

ISHS Acta Horticulturae Book (842, pp.817-820/ VI International 
Strawberry Symposium, Huelva, Spain)： “Effects of Light Conditions and 
Air Temperature on the Growth of Everbearing Strawberry During the 
Vegetative Stage”   

H21.8 

  

ISHS Acta Horticulturae Book (842, pp.1011-1014/ VI International 
Strawberry Symposium, Huelva, Spain) ：  “Effects of in vitro Culture 
Methods During the Rooting Stage and Light Quality During the Seedling 
Stage on the Growth of Hydroponic Everbearing Strawberry” 

H21.8 

      

論文 

(査読無) 

月刊バイオインダストリー (2009 年 1 月号、第 26 巻第 1 号通巻 298 号, 
pp.58-65)： 「組換えイチゴによる有用物質生産と高効率システムの構築」 

H21.1 

  
『農業電化』（農業電化協会機関誌） (63 (7･増刊号), 2010 別冊特集号、
pp.12-19)： 「植物生産施設のための栽培環境シミュレーション技術の開発」 

H22.10 

  
「植物工場ビジネス戦略と最新栽培技術」（技術情報協会） (pp.202-217、
2010)： 「閉鎖型植物工場による遺伝子組換えイチゴ栽培システムの構築～
高付加価値物質生産を目的として～」 

H22 

  
『配管技術』特別増刊、「業界別にみる化学装置の活用と設計」（日本工業
出版㈱） (2011 年 4 月)： 「植物工場の設計と生育環境の構築 ―食品生
産から医薬品製造まで―」 

H23.4 

      

発表 

(国内) 

日本生物環境工学会 2007年創立記念大会 (2007年 6月 25-27日)： 「閉
鎖型植物生産システムにおける光質および光強度が四季成り性イチゴの生
殖成長に及ぼす影響」 

H19.6 

  
日本生物環境工学会 2007年創立記念大会 (2007年 6月 25-27日)： 「人
工環境下における光強度、明期および気温が四季成り性イチゴの栄養成長
に及ぼす影響」 

H19.6 

  
第 55回日本ウイルス学会学術集会 (2007年 10月 21-23日)： 「Strawberry 
vein banding virus promoter のイチゴにおける発現解析」 

H19.10 
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BMB2007（第 30 回日本分子生物学会年会・第 80 回日本生化学会大会合
同大会） (2007 年 12 月 11-15 日)： 「ヒトアディポネクチン遺伝子組換え植
物の作出と機能解析」 

H19.12 

  
日本農業気象学会 2008年度全国大会 (2008年 3月 20-21日)： 「人工環
境下における明期が四季成り性イチゴ個体群の光合成速度に及ぼす影響」 

H20.3 

  
空気調和・衛生工学大会 2008 年 (2008 年 8 月 27-29 日)： 「閉鎖型植物
生産施設の環境構築手法の開発（第１報）室内環境分布の実態把握」 

H20.8 

  
空気調和・衛生工学大会 2008 年 (2008 年 8 月 27-29 日)： 「閉鎖型植物
生産施設の環境構築手法の開発、（第 2報）、植物なしの条件における室内
環境の再現計算」 

H20.8 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「光環境
が GUS 遺伝子導入イチゴの果実収量および GUS 活性に及ぼす影響」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
遺伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究、（その１）室内温
度・風速分布の実態」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
遺伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究、（その２）CFD に
よる室内環境予測精度検証」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下における光強度が四季成り性イチゴ個体群の光合成速度および成長
に及ぼす影響」 

H20.9 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下で生育した四季成り性イチゴの光合成・蒸散特性」 

H20.9 

  
第 40 回藤田学園医学会 (2008 年 10 月 2-4 日)： 「乳飲みマウスにみられ
た、イチゴ投与によるロタウイルス下痢症の軽減化」 

H20.10 

  
第 26回バイオテクノロジーシンポジウム (2008年 11月 6日)： 「遺伝子組換
えによる機能性イチゴの作出」 

H20.11 

  
BMB2008 （第 31回日本分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会合
同大会） (2008年 12月 9-12日)： 「イチゴ花托高発現遺伝子の単離と転写
調節領域の解析」 

H20.12 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会シンポジウム／バイオ組合共催特別シンポ
ジウム「遺伝子組換え技術を駆使した植物による有用物質生産の体系化」 
(2009 年 3 月 29 日)： 「機能性イチゴの開発」 

H21.3 

  
日本生物環境工学会 2009 年福岡大会・オーガナイズドセッション「植物工
場を利用した植物の有用物質生産」 (2009 年 9 月 6-8 日)： 「閉鎖型遺伝
子組換え植物工場による高機能性物質発現イチゴ栽培システムの構築」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「閉鎖型遺
伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究  －その３ 給排気
位置が室内温度・風速分布に及ぼす影響－」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「閉鎖型遺
伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究  －その４ イチゴに
関する植物体の空気抵抗測定実験－」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「閉鎖型遺
伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究  －その５ 植物モデ
ルを組込んだ CFD による温度・風速分布の予測－」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「人工環境
下における光質が四季成り性イチゴの光合成・蒸散に与える影響」 

H21.9 

  
日本生物環境工学会 2009年福岡大会 (2009年 9月 6-8日)： 「人工環境
下における明期気温が四季成り性イチゴの生育と果実生産に与える影響」 

H21.9 

  
日本農業気象学会 2009 年度全国大会 (2010 年 3 月 19 日)： 「四季成り
性イチゴ果実の周辺環境が果実生体重および糖度の果房内・果房間変動
におよぼす影響」 

H22.3 

  日本育種学会第 117回講演会 (2010年 3月 27日)： 「イチゴ花托プロモー H22.3 
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ターの開発」 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会 (2010 年 9 月 2-3 日)： 「ヒト・ア
ディポネクチン組換えイチゴの作出とその解析」 

H22.9 

  
平成 22 年度空気調和・衛生工学会大会 (2010 年 9 月 3 日)： 「閉鎖型植
物生産施設の環境構築手法の開発（第３報）植物モデルを組み込んだ栽培
環境シミュレーションの概要」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「閉鎖型
遺伝子組換え植物工場栽培室の環境構築に関する研究、－その６ 植物蒸
散モデルの違いが室内環境予測に与える影響－」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「光質の
異なる蛍光灯が四季成り性イチゴの光合成・蒸散及び生育と果実生産に与
える影響」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「青色光
および明期が四季成り性イチゴの開花に及ぼす影響」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「人工環
境下における炭酸ガス濃度が四季成り性イチゴの光合成・蒸散及び生育と
果実生産に与える影響」 

H22.9 

  
日本生物環境工学会 2010 年京都大会 (2010 年 9 月 8-10 日)： 「異なる
成熟段階におけるイチゴ果実内の組換えタンパク質蓄積量および遺伝子発
現量」 

H22.9 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「高機能性物
質発現イチゴのための閉鎖型生産システムの構築」 

H22.9 

  
園芸学会 2010 年度春季大会 要旨集 (2011 年 3 月)： 「遺伝子組換えイ
チゴ果実における成熟段階別の目的タンパク質濃度」 

H23.3 

  
日本育種学会第 119 回講演会 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 「イチゴの
CHS プロモーターは花托にて高い転写活性を有する」 

H23.3 

      

発表 

(国外) 

Ⅵ INTERNATINAL STRAWBERRY SYMPOSIUM 2008 (2008 年 3 月 3-7
日)： “Effects of Light Conditions and Air Temperature on the Growth of 
Everbearing Strawberry During the Vegetative Stage”  

H20.3 

  

Ⅵ INTERNATINAL STRAWBERRY SYMPOSIUM 2008 (2008 年 3 月 3-7
日)： “Effects of in vitro Culture Methods During the Rooting Stage and 
Light Quality During the Seedling Stage on the Growth of Hydroponic 
Everbearing Strawberry”  

H20.3 

  
International Congress of Virology (ICV 14th) (2008 年 8 月 10-15 日)： 
“Expression analysis of full-length transcript promoter from Strawberry 
vein banding virus (SVBV) in transgenic strawberry plants”  

H20.8 

  

International Symposium on Sustainable Greenhouse Systems 
(Greensys2009) (2009年 6月 14-18日), Quebec, Canada： “Environmental 
control for production of valuable materials by using plants in closed plant 
production systems” 

H21.6 

  
PBVA (Plant-Based Vaccine & Antibodies) 2009 (2009 年 6 月 15-17 日), 
Verona, Italy ：  “ Closed-type plant factory for plant-made 
pharmaceuticals”  

H21.6 

  

5th International Conference on Vaccines for Enteric Diseases (VED 2009) 
(2009 年 9 月 9-11 日), Spain： “Effect of lactalbumin and anti-rotavirus 
immunoglobulin expressed in strawberry or potato plants on rotavirus 
diarrhea in suckling mice or on rotavirus growth in cultured cells”  

H21.9 

  

28th International Horticultural Congress (IHC) (August 23-24, 2010), 
Lisbon, Portugal：“Effects of Air Temperature on the Photosynthesis, 
Transpiration and Fruits Production of Everbearing Strawberry in 
Controlled Environment”  

H22.8 

      

その他 
第２回よこはまバイオマス研究会「企業におけるバイオマス」 (2009 年 2 月 3
日)： 「生物多様性保全･循環型社会形成に向けた技術開発の取り組み」 

H21.2 
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㈱技術情報協会講習会「制御型植物工場における高付加価値作物栽培の
ための光源応用・最適システム設計」 (2009年 6月 30日)： 「閉鎖型植物工
場による遺伝子組換えイチゴ栽培システムの構築  ～高付加価値物質生産
を目的として～」 

H21.6 

  
サイエンス＆テクノロジー㈱ 技術セミナー「植物工場における植物栽培・育
成技術の動向と課題」 (2009年 9月 30日)： 「閉鎖型遺伝子組換え植物工
場による高付加価値物質発現イチゴ栽培生産システムの構築」 

H21.9 

  
アグロメディカルイニシアティブ研究会 (2010年 11月 12日)： 「遺伝子組換
え植物の閉鎖型生産システムの開発 ―高機能性物質発現イチゴの例―」 

H22.11 

  
アグロイノベーション 2010 (2010 年 11月 24-26日)、特別セミナー： 「これか
らの植物工場 ―最先端の技術と付加価値の高い植物栽培への挑戦―」 

H22.11 

  
農業電化協会北陸支部セミナー (2010 年 12 月 8 日)： 「植物生産施設の
ための栽培環境シミュレーション技術の開発」 

H22.12 

  
日本空気清浄協会、第 247回クリーンテクノロジー研究会 (2010年 12月 15
日)： 「高付加価値物質生産のための閉鎖型遺伝子組換え植物工場」 

H22.12 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011 年 2 月 23 日)： 「植物工場を用いた遺伝子組換えイチ
ゴによる高付加価値物質生産」 

H23.2 
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４－２「組換えレンギョウ等による高機能性成分生産及び閉鎖系での栽培システム構築

の開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2009-120637、発明名称「フロフラン型リグナン 4 位グルコース転写酵
素、及びそれをコードするポリヌクレオチド」、出願人「サントリーホールディン
グ株式会社」 

H21.5.19 

出願  

      

論文 

(査読有) 

植物環境工学 (21, pp.15-23)： 「レンギョウ緑枝挿しの発根に及ぼす IBA 
浸漬処理、液肥施用、日長および光強度の影響」 

H21 

  
Plant Cell Physiol （日本植物生理学会学術誌） (50 (12), pp.2200-2209)： 
“Metabolic Engineering of Lignan Biosynthesis in Forsythia Cell Culture” 

H21 

  

Plant Sci. (178 (6), pp.510-516)： “Comparison of sesamin contents and 
CYP81Q1 gene expressions in aboveground vegetative organs between two 
Japanese sesame (Sesamum indicum L.) varieties differing in seed sesamin 
contents” 

H22 

  
Plant Biotechnol. （ 日本植物細胞分子学会英文学術誌 ）  (27(4), 
pp.317-324) ：  “ Molecular and functional characterization of novel 
furofuran-class lignan glucosyltransferases from Forsythia” 

H22 

  

Plant Biotechnol. （日本植物細胞分子学会英文学術誌 ）  (28 (3), 
pp.287-294) ：  “ Simultaneous quantification of lignans in Arabidopsis 
thaliana by highly sensitive capillary liquid chromatography-electrospray 
ionization-ion trap mass spectrometry” 

H23 

  
Plant Biotechnol. （日本植物細胞分子学会英文学術誌 ）  (28 (3), 
pp.273-280) ：  “ The construction of transgenic Forsythia plants: 
comparative study of three Forsythia species,”  

H23 

  
Plant Biotechnol. （ 日本植物細胞分子学会英文学術誌 ）  (28 (3), 
pp.331-337)： “Effects of light on production of endogenous and exogenous 
lignans by Forsythia koreana wildtype and transgenic cells”  

H23 

  
Envir. Exp. Bot. (in press, 2011)： “Effect of photoperiod on growth of the 
plants, and sesamin content and CYP81Q1 gene expression in the leaves of 
sesame (Sesamum indicum L.)”  

H23 

      

論文 

(査読無) 

農業および園芸 (83: pp.649-656)： 「食品中リグナンの摂取と機能  －リグ
ナン研究の最新動向－」 

H20 

  
植物環境工学  (21、pp.15-23)： 「レンギョウ緑枝挿しの発根に及ぼす IBA
浸漬処理，液肥施用，日長および光強度の影響」 

H21 

  
佐竹 炎、畑 直樹、岡澤  敦司「有用植物二次代謝物の生物工学的生産
を目指した基盤研究」バイオサイエンスとインダストリー 69(4), pp.289-293, 
2011 

H23 

      

発表 

(国内) 

植物化学調節学会第 42 回大会 (2007 年 10 月 29-30 日)： 「リグナン類の
高感度微量分析系の確立ならびにレンギョウ中のリグナン含量と光環境の
相関解析」 

H19.10 

  
第 49 回日本植物生理学会年会 (2008 年 3 月 20-22 日)： 「リグナン類の
高感度微量分析系の確立ならびにレンギョウ中のリグナンプロファイルと光
環境の相関解析」 

H20.3 

  
日本農芸化学会 2008 年度大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「光質がレンギ
ョウ中のリグナン類生合成に与える影響」 

H20.3 
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園芸学会平成 20 年度春季大会 (2008 年 3 月 28-29 日)： 「IBA 浸漬処
理、施肥、日長および光強度がレンギョウ挿し穂の不定根形成ならびに伸長
に及ぼす影響」 

H20.3 

  
園芸学会・平成 21 年度春季大会 (2009 年 3 月 19-20 日)： 「高リグナン含
有ゴマ系統‘ごまぞう’茎葉部のセサミン含量」 

H21.3 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会シンポジウムシンポジウム (2009 年 3 月
27-29 日)： 「ゴマ葉ならびに茎のセサミン含量と CYP81Q1 遺伝子発現の
相関に関する研究」 

H21.3 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会シンポジウムシンポジウム (2009 年 3 月
27-29 日)： 「キャピラリー LC/MS を用いたシロイヌナズナに含まれるリグナ
ン関連化合物のプロファイリング」 

H21.3 

  
16th International Conference on Cytochrome P450 (6.21-25, 2009), 
Okinawa： “Metabolic engineering of lignan biosynthesis in Forsythia cell 
suspension cultures by expression of a Sesamum CYP81Q1”   

H21.6 

  
16th International Conference on Cytochrome P450 (6.21-25, 2009), 
Okinawa： “Molecular evolution of methylenedioxybridge-forming P450s 
responsible for specialized metabolites in plants”   

H21.6 

  
第 27回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会 (2009年 7月 30-31日)： 
「レンギョウの培養系および形質転換系の確立」 

H21.7 

  
第 27回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会 (2009年 7月 30-31日)： 
「植物工場でのフロフラン型リグナン生産に資するシロイヌナズナ形質転換
体のリグナンプロファイリング」 

H21.7 

  
第 61 回日本生物工学会 (2009 年 9 月 23-25 日)： 「ゴマ由来ピペリトール
／セサミン合成酵素 CYP81Q1 を発現させたシロイヌナズナに含まれるリグナ
ン関連化合物のプロファイリング」 

H21.9 

  
日本農芸化学会関西支部第 462 回講演会 (2009 年 12 月 5 日)： 「フロフ
ラン型リグナンを蓄積するように代謝改変を行ったシロイヌナズナのリグナン
代謝プロファイリング」 

H21.12 

  
第 51 回日本植物生理学会年会 (2010 年 3 月 18-20 日)： 「代謝改変シロ
イヌナズナのリグナンプロファイリング」 

H22.3 

  
第 51回日本植物生理学会年会 (2010年 3月 18-20日)： 「組換えレンギョ
ウ培養細胞を用いた furofuran 型リグナンの生産」 

H22.3 

  
日本農芸化学会 2010 年度大会 (2010 年 3 月 27-30 日)： 「フロフラン型リ
グナンを蓄積するように代謝改変を行ったシロイヌナズナのリグナン代謝プロ
ファイリング」 

H22.3 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「レンギョウの
培養系および形質転換系の確立」 

H22.9 

      

発表 

(国外) 

Plant Biology 2009 (18-22, Jul. 2009), Honolulu, USA ：  “Profiling of 
lignans in transgenic Arabidopsis thaliana expressing piperitol/sesamin 
synthase CYP81Q1 from sesame”  

H21.7 
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４－３「組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2008-282252、発明名称「組換え植物おける目的遺伝子産物の高生
産方法」、出願人「国立大学法人筑波大学」 

H20.10.31 

出願  

  
特願 2008-291418、発明名称「甘味誘導物質ミラクリンの精製方法」、出願
人「国立大学法人筑波大学、株式会社インプランタイノベーションズ」 

H20.11.13 

出願  

  
特願 2008-291219、発明名称「植物体栽培装置及び遺伝子組換えトマトに
おける目的タンパク質の生産方法」、出願人「国立大学法人筑波大学」 

H20.11.13 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2011/058031、発明名称「果実特異的プロモーター」、出
願人「株式会社インプランタイノベーションズ」 

H23.3.30 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Journal of Agricultural and Food Chemistry (57 (12): pp.5148-5151)： 
“Single-step Purification of Native Miraculin Using Immobilized Metal 
Affinity Chromatography”  

H21 

  

Plant Biotechnology （日本植物細胞分子生物学会･英文誌）  (26 (2): 
pp.217-224)： “Isolation of suppressors of late flowering and abnormal 
flower shape phenotypes caused by overexpression of SHORT 
VEGETATIVE PHASE gene in Arabidopsis thaliana”  

H21.3 

  
New `Phytologist (182 (4): pp.838-850) ：  “ Possible Role of EARLY 
FLOWERING 3 (ELF3) in the Clock-Dependent Floral Regulation by 
SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP) in Arabidopsis” 

H21 

  
Journal of Agricultural and Food Chemistry (58 (1): pp.282-286)： “Spatial 
and Developmental Profiling of Miraculin Accumulation in Transgenic 
Tomato Fruits Expressing the Miraculin Gene Constitutively”  

H22 

  
Journal of Plant Physiology (167 (3): pp.209-215) ：  “ Miraculin, a 
taste-modifying protein is secreted into intercellular spaces in plant cells”  

H22 

  
Plant Science (178 (5): pp.469-473)： “Tomato is a suitable material for 
producing recombinant miraculin protein.in genetically stable manner”  

H22 

  
Journal of Agricultural and Food Chemistry (58 (10): pp.6096-6101)： 
“Production of Recombinant Miraculin Using Transgenic Tomatoes in a 
Closed Cultivation System”  

H22 

  
Plant Biotechnology (27 (4): pp.333-338)： “Gene dosage and genetic 
background affect miraculin accumulation in transgenic tomato fruits”  

H22 

  
Journal of Agricultural and Food Chemistry (58 (17): pp.9505-9510)： 
“Molecular Breeding of Tomato Lines for Mass Production of Miraculin in a 
Plant Factory”  

H22 

  

Plant Cell Reports (30 (1): pp.113-124)： “High-level accumulation of 
recombinant miraculin protein in transgenic tomatoes expressing a 
synthetic miraculin gene with optimized codon usage terminated by the 
native miraculin terminator”  

H23 

  
PLoS ONE (6 (2): e16989)： “Covering the chemical diversity of genetically 
modified tomato using multi-platform metabolomics for an objective 
substantial equivalence assessment”  

H23 

  
Plant Biotechnology （日本植物細胞分子生物学会･英文誌）  (28 (3) : 
pp.281-286)： “A Simple Method for Purifying Undenatured Miraculin from 
Transgenic Tomato Fruits”  

H23 
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Plant Signaling & Behavior (6 (8): pp.1172-1179)： “A trial of production of 
the plant-derived high-value recombinant protein in a plant factory: 
Photosynthetic photon fluxes affect the accumulation of recombinant 
miraculin in transgenic tomato fruits”  

H23 

  
Transgenic Research (in press, 2011) ：  “ Uniform accumulation of 
recombinant miraculin protein in transgenic tomato fruit using a fruit 
ripening-specific E8 promoter”  

H23 

  
Journal of Agricultural and Food Chemistry (in press, 2011)： “The HSP 
terminator of Arabidopsis thaliana induces extremely high-level 
accumulation of miraculin protein in transgenic tomato” 

H23 

  

Plant Biotechnology（日本植物細胞分子生物学会･英文誌）  (in press, 
2011)： “Salt-stress cultivation increases the concentration of recombinant 
miraculin in transgenic tomato fruits, resulting in an increase in purification 
efficiency”  

H23 

      

論文 

(査読無) 

植物の生長調節（植物化学調節学会学会誌） (44 (2): pp.111-117)： 「長
日植物シロイヌナズナと中性植物トマトにおける花成制御と花形態形成に関
わる遺伝子群」 

H21 

  
バイオサイエンスとインダストリー（JBA 機関誌） (67 (5): pp.210-211)： 「遺
伝子組換えトマトを使った甘味誘導タンパク質ミラクリンの生産」 

H21 

  
Advances in Botanical Research (50: pp.199-225)： “Roles of Circadian 
Clock and Histone Methylation in Floral Repression” 

H21 

      

発表 

(国内) 

日本植物細胞分子生物学会 2007年千葉大会 (2007年 8月 8-9日)： 「組
換えトマトで発現したミラクリンの発現安定性と甘味誘導活性の安定化」 

H19.8 

  
バイオウィーク in 札幌 (2008 年 6 月 3-4 日)： 「組換え植物を使った味覚
修飾タンパク質ミラクリンの大量生産」 

H20.6 

  
日本生物環境工学会 2008 年松山大会 (2008 年 9 月 8-10 日)： 「機能性
タンパク質生産を目的とした閉鎖環境下でのトマト高収量栽培法の開発」 

H20.9 

  

第 11 回日仏植物科学ワークショップ：植物科学におけるゲノムワイドオミック
ス解析（Genome-Wide Omics Analysis in Plant Sciences） (2008 年 10 月
20-22 日), 筑波： “Development for massive miraculin production using 
transgenic tomato fruit”  

H20.10 

  

第 11 回日仏植物科学ワークショップ：植物科学におけるゲノムワイドオミック
ス解析（Genome-Wide Omics Analysis in Plant Sciences） (2008 年 10 月
20-22 日 ), 筑波： “MADS box genes in the SVP and FLC families in 
Arabidopsis and tomato” 

H20.10 

  

第 11 回日仏植物科学ワークショップ：植物科学におけるゲノムワイドオミック
ス解析（Genome-Wide Omics Analysis in Plant Sciences） (2008 年 10 月
20-22 日 ), 筑波 ：  “ Floral reversion by overexpression of SVP in 
Arabidopsis and Micro-Tom” 

H20.10 

  

第 11 回日仏植物科学ワークショップ：植物科学におけるゲノムワイドオミック
ス解析（Genome-Wide Omics Analysis in Plant Sciences） (2008 年 10 月
20-22 日), 筑波： “Development of tomato cultivation system toward plant 
factorization” 

H20.10 

  
第 26回バイオテクノロジーシンポジウム (2008年 11月 6日)： 「組換えトマト
でのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤技術開発」 

H20.11 

  

JSOL シンポジウム（第５回トマト国際シンポジウム/平成 20 年度農研機構シ
ンポジウム「ナス科ゲノム研究の効果的な利用にむけて」）  (2009 年 3 月
11-12 日 ) ：  “ Development for massive miraculin production using 
transgenic tomato fruit”（「組換えトマトでのミラクリン生産をさらに改良・高度
化するための基盤技術開発」） 

H21.3 
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JSOL シンポジウム（第５回トマト国際シンポジウム/平成 20 年度農研機構シ
ンポジウム「ナス科ゲノム研究の効果的な利用にむけて」）  (2009 年 3 月
11-12 日)： “Development of practical technology for miraculin protein 
production using transgenic tomato”（「組換えトマトでのミラクリン生産のため
の応用技術開発」） 

H21.3 

  
園芸学会・平成 21 年度春季大会 (2009 年 3 月 19-20 日)： 「組換えトマト
でのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤技術開発」 

H21.3 

  
日本植物生理学会年会 (2009 年 3 月 21-24 日)： 「導入遺伝子の転写終
結が目的タンパク質の組換えトマトでの生産に及ぼす影響」 

H21.3 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31日)： 「ミラクルフルーツとミラクリン発現トマトにおけるミラクリンタンパ
ク質の局在」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「植物工場での栽培に適した組換えトマトの開発」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31日)： 「E8プロモーターを用いた組換えトマト果実でのミラクリン蓄積
特性」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「Simple purification of native miraculin using immobilized 
metal affinity chromatography」 

H21.7 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「ミラクリンタンパク質の生産を目的とした植物工場での組換
えトマト栽培装置の開発」 

H21.7 

  
日本生物環境工学会 2009 年福岡大会・オーガナイズドセッション (2009 年
9 月 6-8 日)： 「遺伝子組換えトマトを用いた植物工場でのミラクリンタンパク
質の高生産技術」 

H21.9 

  
園芸学会 (2009年 9月 26-27日)： 「組換えトマトでのミラクリン生産をさらに
改良・高度化するための基盤技術開発（第 2 報）」 

H21.9 

  
園芸学会 (2009 年 9 月 26-27 日)： 「ミラクリン生産を目的とした植物工場
用組換えトマトの開発」 

H21.9 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「組換えトマト
を利用したミラクリン製造」 

H21.11 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「組換えトマト
を利用したミラクリン製造」 

H21.11 

  

International symposium on Solanaceae genome research 2010 (The 6th 
JSOL symposium) (March 13-14, 2010), Sendai： “ Increasing miraculin 
production through cross breeding between transgenic tomato (cv. 
Moneymaker) expressing miraculin gene and dwarf tomato (cv. Micro-Tom) 
in the closed-cultivation system”  

H22.3 

  

International symposium on Solanaceae genome research 2010 (The 6th 
JSOL symposium) (March 13-14, 2010), Sendai ：  “ Development of 
miraculin purification-method from transgenic tomato fruit and the safety 
assessment of recombinant miraculin” 

H22.3 

  
International symposium on Solanaceae genome research 2010 (The 6th 
JSOL symposium) (March 13-14, 2010), Sendai ：  “ Development of 
miraculin high productivity transgenic tomato using cross other cultivars” 

H22.3 

  
International symposium on Solanaceae genome research 2010 (The 6th 
JSOL symposium) (March 13-14, 2010), Sendai ：  “ Effect of genetic 
background on tomato miraculuin accumulation in transgenic tomato” 

H22.3 

  
日本植物生理学会・熊本大会 (2010 年 3 月 20 日)： 「中性植物トマトにお
ける花成制御と形態形成に関わる遺伝子群に関する研究」 

H22.3 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム (2010 年 9 月 2-3
日)： 「ミラクリン生産を目的とした植物工場用組換えトマトの開発」 

H22.9 
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第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム (2010 年 9 月 2-3
日)： 「ミラクリン遺伝子のコドン改変が組換えトマトのミラクリン蓄積量に及ぼ
す影響」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム (2010 年 9 月 2-3
日)： 「塩ストレス下で栽培したミラクリン発現組換えトマトのミラクリン蓄積特
性」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム (2010 年 9 月 2-3
日)： 「ミラクリン蓄積におよぼす HSP ターミネーターの効果」 

H22.9 

  
園芸学会平成 22 年度秋季大会 (2010 年 9 月 19-20 日)： 「トマトにおける
MADS-box 遺伝子群の解析」 

H22.9 

  
園芸学会平成 22年度秋季大会 (2010 年 9月 19-20日)： 「組換えトマトで
のミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤技術開発（第３報）」 

H22.9 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「組換えトマト
でのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤技術開発」 

H22.9 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「組換えトマト
を利用したミラクリン製造の実用化を目指す研究開発」 

H22.9 

  

Joint International Symposium on Japanese Solanaceae/Cucurbitaceae 
Genomics Initiatives (2011 年 3 月 5-6 日 ), 岡山 ：  “ High-level 
Accumulation of Recombinant Miraculin Protein in Transgenic Tomatoes 
Using The HSP Terminator”  

H23.3 

  

Joint International Symposium on Japanese Solanaceae/Cucurbitaceae 
Genomics Initiatives (2011 年 3月 5-6日), 岡山： “Photosynthetic Photon 
Fluxes Affect the Accumulation of Recombinant Miraculin in Transgenic 
Tomato Fruits” 

H23.3 

  
Joint International Symposium on Japanese Solanaceae/Cucurbitaceae 
Genomics Initiatives (2011 年 3 月 5-6 日), 岡山： “A Simple Method for 
Purifying Undenatured Miraculin from Transgenic Tomato Fruit” 

H23.3 

  

Joint International Symposium on Japanese Solanaceae/Cucurbitaceae 
Genomics Initiatives (2011年 3月 5-6日), 岡山： “Production of selection 
marker gene-free transgenic tomatoes accumulating miraculin protein using 
a co-transformation technology” 

H23.3 

  

Joint International Symposium on Japanese Solanaceae/Cucurbitaceae 
Genomics Initiatives (2011 年 3 月 5-6 日), 岡山： “Mass Production 
System of Miraculin, a Taste-Modifying Protein Using Transgenic Tomato 
and Plant Factory” 

H23.3 

  
園芸学会平成 23年度春季大会 講演要旨集 (2011年 3月)： 「組換えトマ
トでのミラクリン生産をさらに改良・高度化するための基盤技術開発（第４
報）」 

H23.3 

      

発表 

(国外) 

4th Solanaceae Genome Workshop (2007年 9月 9-13日), Jeju, ROK： “Salt 
stress enhances sweetness-inducing activity of miraculin expressed in 
transdenic tomato fruit”  

H19.9 

  
4th Solanaceae Genome Workshop (2007 年 9 月 9-13 日), Jeju, ROK： 
“Genetically stale expression of the taste-modifying protein, miraculin, in 
transdenic tomato plants” 

H19.9 

  
5th Solanaceae Genome Workshop (SOL 2008) (2008 年 10 月 12-16 日), 
Cologne, Germany： “Development of tomato cultivation system toward 
plant factorization”  

H20.10 

  
5th Solanaceae Genome Workshop (SOL 2008) (2008 年 10 月 12-16 日), 
Cologne, Germany： “Roles of a MADS box protein SVP in Micro-Tom and 
Arabidopsis” 

H20.10 

  
7th Solanaceae Conference (SOL 2010) (September 6-9, 2009), Dundee, 
UK ：  “Mass production of miraculin, a taste-modifying protein using 
transgenic tomato fruits and plant factory” 

H21.9 
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7th Solanaceae Conference (SOL 2010) (September 6-9, 2009), Dundee, 
UK： “The HSP terminator of Arabidopsis thaliana increases miraculin 
accumulation in tomato fruits” 

H21.9 

  
6th Solanaceae Genome Workshop (SOL 2009) (November 8-13, 2009), 
New Delhi, India： “Development for massive miraculin production using 
transgenic tomato fruits in plant factory”  

H21.11 

  
International Association for Plant Biotechnology (IAPB) (June 6－11, 
2010), St. Louis, USA： “Development for massive miraculin production 
using transgenic tomato fruits in plant factory” 

H22.6 

      

新聞等 
テレビ神奈川 (2006 年 8 月 1 日)、ニュース９３０、「ビジネスかながわ トマト
でミラクル」 

H18.8 

  
The Wall Street Journal (2007 年 3 月 30 日)、「To make lemons into 
lemonade, Try ‘Miracle Fruit'」 

H19.3 

  
Fresh Plaza (2007 年 4 月 12 日)、「‘Miracle Fruit’ berry turns sour to 
sweet by altering taste buds」 

H19.4 

  
日経バイオテク (2007 年 5 月 2 日)、「インプランタイノベーションズ、味覚が
変わるミラクリンで新規事業推進」 

H19.5 

  
Biotechnology Japan (2008 年 6 月 9 日)、「糖たんぱく質ミラクリンの生産に
はレタスやイチゴよりトマト」 

H20.6 

  
フナコシレビュー (2008 年 9 月 1 日)、「ミラクリン研究とインプランタイノベー
ションズ」 

H20.9 

  
日本経済新聞 (2010年 8月 6日)、神奈川県欄コラム「この企業、ここがポイ
ント」、「インプランタイノベーションズ、甘さ生むたんぱく量産へ ―トマト使う
手法を開発―」（取材記事） 

H22.8 

  
Crop Biotech (2010 年 8 月 13 日)、「Scientists Breed 'Miracle' Tomato 
Lines for Mass Production of Miraculin」 

H22.8 

      

その他 
バイオジャパン 2007 (2007 年 9 月 19-21 日)： 「甘味誘導タンパク質、ミラク
リン事業」 

H19.9 

  
植物まるかじり叢書（化学同人社） (2008 年 3 月)、「植物で未来をつくる」 
(松永和紀著のコラムで紹介) 

H20.3 

  
第 7 回産学官連携推進会議 (2008 年 6 月 14-15 日)： 「ミラクルトマトの作
出」（ポスター発表） 

H20.6 

  
バイオジャパン 2009 (2009 年 10月 7日)： 「ミラクリン（甘味修飾タンパク質）
を含むトマトの開発」 

H21.10 

  
(財)神奈川科学技術アカデミー・平成 21 年度神奈川県受託事業（バイオ人
材養成事業）、第 4回「バイオ技術と食品」セミナー IN 厚木 (2009年 11月
6 日)： 「バイオ関連ビジネスの研究開発現場から」 

H21.11 

  
第９回 TX テクノロジー･ショーケース in つくば 2010 (2010 年 1 月 22-23
日)： 「組換えトマトを利用したミラクリン生産システムの開発」 

H22.1 

  
テクニカルショウヨコハマ 2011 (2010 年 2 月 4 日)： 「機能性トマト開発を事
例とした植物バイオＲ＆Ｄ支援事業の紹介」 

H22.2 

  
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011 年 2 月 23 日)： 「組換えトマトを使った次世代甘味料ミ
ラクリンの大量生産」 

H23.2 
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４－４「有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2007-213145、発明名称「プレニルフラボノイド、その製造方法、抗癌
剤及び抗菌剤」、出願人「国立大学法人東京大学、アピ株式会社」 

H19.8.17 

出願  

  
特願 2008-190159、発明名称「プレニルトランスフェラーゼ」、出願人「国立
大学法人京都大学、アピ株式会社」 

H20.7.23 

出願  

  
特願 2008-214563、発明名称「抗生剤」、出願人「アピ株式会社、国立大学
法人東京大学」 

H20.8.22 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Plant Physiol. (146 (3): pp.1075-1084)： “Cloning and characterization of 
naringenin 8-prenyltransferase, a flavonoid-specific prenyltransferase of 
Sophora flavescens” 

H20 

  
Bioorganic and Medicinal Chemistry (16: pp.8117-8126) ： 
“Chemoenzymatic syntheses of prenylated aromatic small molecules using 
Streptomyces prenyltransferases with relaxed substrate specificities” 

H20.9 

  

Plant Physiol. (149 (2), pp.683-693) ：  “ Molecular cloning and 
characterization of a cDNA for pterocarpan 4-dimethylallyltransferase 
catalyzing the key prenylation step in the biosynthesis of glyceollin, a 
soybean phytoalexin” 

H21 

  
Biosci. Biotech. Biochem. (73 (3), pp.759-761)： “Prenylation of flavonoids 
by the biotransformation of yeast expressing plant membrane-bound 
prenyltransferase SfN8DT-1” 

H21 

  
Biochem. J. (421 (2), pp.231-241) ：  “ Functional characterization of 
LePGT1, a membrane-bound prenyltransferase involved in the geranylation 
of para-hydroxybenzoic acid”  

H21 

  

J. Antibiotics （日本抗生物質学術協議会 ・英文機関誌 ）  (62 (7): 
pp.385-392, July 21, 2009)： “NovQ is a prenyltransferase capable of 
catalyzing the addition of a dimethylallyl group to both phenylpropanoids 
and flavonoids” 

H21.7 

  
Plant Biotech. J. (8, pp.28-37)： “Monoterpene engineering in a woody 
plant Eucalyptus camaldulensis using a limonene synthase cDNA” 

H22 

  

J Biol Chem (285: pp.39663-39671)： “Functional characterization of the 
promiscuous prenyltransferase responsible for furaquinocin biosynthesis: 
identification of a physiological polyketide substrate and its prenylated 
reaction products” 

H22 

  
J. Exp. Bot. (61 (10), pp.2683-2692) ：  “ Two solanesyl diphosphate 
synthases with different subcellular localizations and their respective 
physiological roles in Oryza sativa”  

H22 

  
Plant Biol. (13 (2), pp.411–415)： “Production of prenylated flavonoids in 
tomato fruits expressing a prenyltransferase gene from Streptomyces 
coelicolor A3(2)” 

H23 

  
J. Biol. Chem. (286 (27), pp.24125-24134)： “Molecular characterization 
of a membrane-bound prenyltransferase specific for isoflavone from 
Sophora flavescens”  

H23 

  
Biosci. Biotech. Biochem. (75(5), pp.982-984) ：  “Tolerance gene for 
prenylated flavonoid encodes 26S proteasome regulatory subunit in 
Sophora flavescens”  

H23 
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Metab. Eng. (in press, 2011)： “Metabolic engineering for the production of 
prenylated polyphenols in transgenic legume plants using bacterial and 
plant prenyltransferases”  

H23 

      

論文 

(査読無) 
化学 (63: 74)：「ポリフェノールを高機能化する酵素を特定」 

H20 

  
バイオサイエンスとインダストリー (66: pp.509-513)：「植物ポリフェノールの
高機能化を司るプレニル化酵素」 

H20 

  
Bio Industry (25 (10): pp.58-65)： 「フラボノイドを高機能化する植物プレニ
ル化酵素遺伝子の発見」 

H20.9 

  
Bio Industry (26 (1): pp.41-48)： 「プレニル化ポリフェノール生産植物の開
発」 

H20.12 

  
Phytochemistry (70, pp.1739-1745)： “Prenylation of aromatic compounds, 
a key diversification of plant secondary metabolites”  

H22 

  
生物工学会誌  (印刷中 )： 「機能性低分子プレニル化ポリフェノールとその
生合成工学」 

H23 

      

発表 

(国内) 

日本農芸化学会 2008 年名古屋大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「放線菌
由来芳香族基質プレニル基転移酵素とその変異酵素の機能解析」 

H20.3 

  
日本農芸化学会 2008 年名古屋大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「芳香族
基質プレニル基転移酵素 NovQの基質特異性と位置選択性に関する研究」 

H20.3 

  
日本農芸化学会 2008 年名古屋大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「放線菌
由来芳香族基質プレニル基転移酵素を用いたフェニルプロパノイドのプレニ
ル化」  

H20.3 

  
第 26回日本植物細胞分子生物学会（大阪） (2008年 9月 1-2日)： 「放線
菌由来プレニルトランスフェラーゼを高発現するミヤコグサの分子育種」 

H20.9 

  
第 26 回日本植物細胞分子生物学会（大阪） (2008 年 9 月 1-2 日)： 「プレ
ニル芳香族輸送体を高発現するミヤコグサの分子育種」 

H20.9 

  
平成 20 年度日本食品科学工学会･中部支部大会 (2008 年 11 月 22 日)： 
「放線菌由来芳香族基質プレニル基転移酵素を用いたクマル酸およびカフ
ェ酸のプレニル化」 

H20.11 

  
Terpnet 2009 （第 9 回テルペノイド系国際会議） (May 25-29, 2009), 東
京： “Characterization of the flavonoid-specific prenyltransferase SfN8DT- 
3 from Sophora flavesecens”  

H21.5 

  
第 27 回日本植物細胞分子生物学会（藤沢）大会･シンポジウム (2009 年 7
月 30-31 日)： 「プラスチド局在型二次代謝系イソプレノイドの制御と生理機
能」 

H21.7 

      

発表 

(国外) 

Colloquium of the Priority Programme -Evolution of Metabolic Diversity- 
(SPP1152) (April 3-5, 2009), Freising, Germany： “Prenylation of aromatic 
compounds, a key diversification of plant secondary metabolites”  

H21.4 

  

15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA 2009) 
(August 23, 2009), Session 7: Combinatorial Biosynthesis & Pathway 
Engineering, Shanghai, China ：  “ Production of Prenylated Aromatic 
Compounds using Streptomyces Promiscuous Prenyltransferases”  

H21.8 

  
Crop Functional Genomics 2010 (April 14-16, 2010), 済州島 , 韓国： 
“Prenyltransferases for flavonoids in plants and the utilization of the genes 
to engineer tomato plant”  

H22.4 

  
2nd Banff Conference on Plant Metabolism 2010 (June 24-28, 2010), Banff, 
Canada ：  “Flavonoid-specific prenyltransferases and utilization of the 
cDNAs for metabolic engineering in heterologous plants”  

H22.6 
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Society of Industrial Microbiology (SIM), 60th Annual Meeting and 
Exhibition (August 3, 2010), Session 16: Natural products - Prenylation 
reactions in secondary metabolism, San Francisco, USA ：  “Functional 
characterization of Streptomyces ABBA prenyltransferases in the 
biosyntheses of naphthoquinone derivatives and novobiocin”  

H22.8 

  
Pacifichem 2010 (December 15-20, 2010), Honolulu, USA： “Prenylation of 
flavonoids by the heterologous expression of prenyltransferase genes in 
transgenic plants”  

H22.12 

      

新聞等 
日経バイオテク (2006年 7月 31日)、「アピ、京大、東大と共同でプレニル化
ポリフェノールの機能解明へ、機能性向上に期待」 

H18.7 

  
日経バイオテクビジネスレビュー (2006年 8月 28日)、「肥満時代でメーカー
が殺到するポリフェノール」 

H18.8 

  毎日新聞（2008 年 3 月 15 日朝刊）、「ポリフェノール強化の遺伝子発見」 H20.3 

  
京都新聞（2008 年 3 月 15 日朝刊）、「ポリフェノール高機能化酵素、初めて
特定」 

H20.3 

  産經新聞（2008 年 3 月 15 日朝刊）、「アンチエイジングに効く酵素」 H20.3 

  
産経ニュース (2008年 3月 15日)、「アンチエイジングに効く酵素を発見、京
大グループ」 

H20.3 

  
日刊工業新聞 (2008 年 3 月 15 日)、「ポリフェノール高性能化、京大、酵素
遺伝子を特定」 

H20.3 

  
朝日新聞（2008 年 3月 21日夕刊）、「ポリフェノール強化の遺伝子発見、京
大・矢崎教授、薬・食品に応用可能」 

H20.3 

  
日本経済新聞（2008年 4月 4日朝刊）、「ポリフェノール強める遺伝子、京大
発見」 

H20.4 

  科学新聞 (2008 年 4 月 11 日)、「ポリフェノール高機能化酵素特定」 H20.4 

  
その他、新聞記事をもとに、バイテクハウス Mail News やフレッシュ eye ニ
ュースなど、ウエブ上のニュース多数。 

－ 

      

その他 
平成 22 年度（第 7 回）日本学術振興会賞受賞（東京大学・葛山智久） 
(2011 年 2 月 3 日) 

H23.2 

  
平成 22 年度（第 7 回）日本学士院学術奨励賞（東京大学・葛山智久） 
(2011 年 2 月 14 日) 

H23.2 
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５－１「閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発研究」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2008-062113、発明名称「転写抑制ペプチド及びその遺伝子」、出願
人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H20.3.12 

出願  

  
特願 2008-222884、発明名称「矮小化形質転換植物および矮性化を誘導
するための遺伝子」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H20.8.29 

出願  

  
特願 2008-222961、発明名称「植物における糖鎖構造の改変方法及びその
植物体」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H20.8.30 

出願  

  
特願 2009-085485、発明の名称「青色 LED を利用した、イネを短期間で低
コストに育成収穫する方法、およびこの方法に適した系統の選抜」、出願人
「独立行政法人農業生物資源研究所」 

H21.3.1 

出願  

  
特願 2009−079018、発明の名称「物形質転換体の作出方法、及び、植物形
質転換体」、出願人「財団法人ヒューマンサイエンス振興財団」（独立行政法
人医薬基盤研究所） 

H21.3.27 

出願  

  
特願 2009−131442、発明の名称「栽培装置、及び栽培方法」、出願人「財
団法人ヒューマンサイエンス振興財団」（独立行政法人医薬基盤研究所） 

H21.5.29 

出願  

  
特願 2009−131442、発明名称「省スペース栽培に適した高効率タンパク質
生産基盤植物の作出およびその利用」、出願人「独立行政法人産業技術
総合研究所」 

H21.5.29 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/004147、発明名称「植物における糖鎖構造の改変
方法及びその植物体」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H21.8.26 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/064824、発明名称「植物における糖鎖構造の改変
方法及びその植物体」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H21.8.26 

出願  

  
13/060286（アメリカ）、発明名称「植物における糖鎖構造の改変方法及びそ
の植物体」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H21.8.26 

出願  

  
特願 2011-051179、発明名称「形質転換植物によるタンパク質の高効率生
産方法」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H23.3.9 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Genes & Development （審査中）：  “Repressive activity of WUSCHEL 
regulates stem cell fate  in shoot and floral meristems” 

－ 

  
Plant Cell (21: pp.3493-3505) ：  “ The Arabidopsis WUSCHEL is a 
bifunctional transcription factor that acts as a repressor in stem cell 
regulation and as an activator in floral patterning”  

H21 

  
Plant Cell Physiol (50: pp.970-975)： “A Novel Group of Transcriptional 
Repressors in Arabidopsis” 

H21 

  
J. Biosci Bioeng (109 (4), pp.388-391)： “Recombinant expression and 
characterization of N-acetylglucosaminyltransferase I derived from 
Nicotiana tabacum”  

H22 

  
Plant Biotechnology Journal (9, pp.264-281) ：“Deletion of fucose residues 
in plant N-glycans by repression of the GDP-mannose 4,6-dehydratase 
gene using virus-induced gene silencing and RNA interference”  

H23 

  
Analytical Biochemistry (413, pp.200-202)： “Small-scale, high throughput 
method for plant N-glycans preparation for matrix-assisted laser 
desorption/ionization time-of-flight MS analysis”  

H23 
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Biochimie (93(4): pp.766-771)： “Jack Bean alpha- mannosidase digestion 
profile of hybrid-type N-glycans: Effect of reaction pH on substrate 
preference”  

H23 

  
J Biosci Bioeng. (112(1): pp.14-19) ：  “ Improved expression and 
characterization of recombinant human Golgi α 1,2-mannosidase I 
isoforms (IA2 and IC) by Escherichia coli”  

H23 

  
Plant Cell & Physiology (52, pp.1083-1094)：  “Flowering-Time Genes 
Heading date 1 and Early heading date 1 Together Control Panicle 
Development in Rice” 

H23 

      

発表 

(国内) 

第 26回日本植物細胞分子生物学会大阪大会 (2008年 9月 1-2日)： 「分
子育種法による閉鎖系栽培施設に適した形質の付与」 

H20.9 

  
第 26回日本植物細胞分子生物学会大阪大会 (2008年 9月 1-2日)： 「植
物ウイルスベクターによる糖鎖構造の改変」 

H20.9 

  
第 31回日本分子生物学会神戸大会 (2008年 12月 9-12日)： 「PTGS 法
による GMD 遺伝子抑制タバコの作出」 

H20.12 

  
日本薬学会第 129 年会（京都） (2009 年 3 月 26-28 日)： 「形態形成に関
与する転写因子遺伝子の導入による形質改変セリバオウレンの作出」 

H21.3 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会（福岡） (2009 年 3 月 27-29 日)： 「タバコ
（Nicotiana tabacum）由来 N-アセチルグルコサミン転移酵素 I の大腸菌に
おける発現とその性質」 

H21.3 

  
第 9 回日本光合成研究会公開シンポジウム (2009 年 5 月 30 日)： 「イネの
収量性における出穂期制御や概日時計の役割」 

H21.5 

  
第 27回日本植物細胞分子生物学会藤沢大会・シンポジウム (2009 年 7月
30 日)： 「形態形成関連転写因子遺伝子を導入したセリバオウレン形質転
換体の作出」 

H21.7 

  
日本生薬学会第 56 回年会 (2009 年 10 月 4 日)： 「閉鎖型植物生産施設
における薬用植物の生産に関する研究」 

H21.10 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「閉鎖型植物
生産施設に適した有用物質生産基盤植物の開発  （その１）閉鎖型栽培施
設に適した形質を有する基盤植物の開発」 

H21.11 

  
第 51 回日本植物生理学会 (2010 年 3 月 18-21 日)： 「植物のオゾン応答
に関わる転写因子の探索」 

H22.3 

  
日本農芸化学会 2010 年度大会 (平成 22 年 3 月 27-30 日)： 「ヒト由来α
-1,2 マンノシダーゼ I の大腸菌における発現とその性質」 

H22.3 

  
日本農芸化学会 2010 年度大会 (平成 22 年 3 月 27-30 日)： 「タチナタマ
メ由来αマンノシダーゼによる複合型糖鎖の分解経路」 

H22.3 

  
日本農芸化学会 2010 年度大会 (平成 22 年 3 月 27-30 日)： 「タバコ植物
におけるヒト由来β-glucocerebrosidase の発現と生物学的解析」 

H22.3 

  
日本薬学会第 130年会 (2010年 3月 28-30日)： 「形態形成に関与するシ
ロイヌナズナ転写因子のキメラリプレッサー発現によるセリバオウレンの生育
改変」 

H22.3 

  
日本薬学会第 130 年会 (2010 年 3 月 28-30 日)： 「シロイヌナズナ由来形
態形成関連遺伝子による薬用植物の形質改変」 

H22.3 

  

21st International conference on Arabidopsis Research (ICAR2010) (2010
年 6月 6-10日), Yokohama： “The Arabidopsis WUSCHEL is a bifunctional 
transcription factor that acts as a repressor in stem cell regulation and as 
an activator in floral patterning”  

H22.6 

  
21st International conference on Arabidopsis Research (ICAR2010) (2010
年 6 月 6-10 日 ), Yokohama：  “ Identification of transcription factors 
involved in ozone tolerance in Arabidopsis thaliana”  

H22.6 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3日)： 「高温応答の終息を制御するリプレッサー：Class B Hsfの解析」 

H22.9 
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第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3 日)： 「生育・形態形成に関与するシロイヌナズナ転写因子のキメラリ
プレッサー導入によるセリバオウレンのベルベリン収量の改善」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3日)： 「シロイヌナズナ由来形態形成関連遺伝子による薬用植物の形
質改変」 

H22.9 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3 日)： 「糖鎖構造が改変された遺伝子組換え植物の作出」 

H22.9 

  
日本育種学会年会 第 118 回講演会 (2010 年 9 月 24-26 日)： 「イネの出
穂期決定遺伝子が収量性形質に及ぼす影響」 

H22.9 

  
日本薬学会第 131 年会 要旨集 (2011 年 3 月)： 「形態形成に関与するシ
ロイヌナズナ転写因子のキメラリプレッサー発現によるセリバオウレンの生育
改変（２）」 

H23.3 

  
日本薬学会第 131年会 要旨集 (2011年 3月)： 「シロイヌナズナ由来形態
形成関連遺伝子による薬用植物の形質改変（２）」 

H23.3 

  
日本農芸化学会 2011 年度大会  要旨集  (2011 年 3 月 )： 「Nicotiana 
tabacum 由来 α-1,2 マンノシダーゼ I のクローニングおよび機能解析」 

H23.3 

  
第 52 回日本植物生理学会年会 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 「矮小化に
関与する転写因子の機能と応用」 

H23.3 

  
第 52 回日本植物生理学会年会シンポジウム 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 
「WUSCHEL acts as a transcriptional repressor in the regulation of plant 
stem cell development」 

H23.3 

  
第 52 回日本植物生理学会年会 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 「ブラシノス
テロイドによる植物の矮小化を制御する一対のアクティベーターとリプレッサ
ー」 

H23.3 

      

発表 

(国外) 

PBVA 2009 ( Plant-Based Vaccines & Antibodies) (2009 年 6 月 16 日), 
Verona, Italy ：  “ Virus-induced gene silencing and RNA interference 
approaches for deletion of plant specific sugar residues on N-glycans in 
Nicotiana benthamiana”  

H21.6 

  

238th American Chemical Society National Meeting & Exposition (August 
16-20, 2009), Washington, DC, August 16-20, 2009 ：  “ Efficient 
production of pharmaceutically important secondary metabolites in 
containment greenhouse”  

H21.8 

  

12th World Congress of the IAPB (International Association for Plant 
Biotechnology) and 2010 In Vitro Biology Meeting of the SIVB (2010 年 6
月 6-11 日), St. Louis, USA： “Improvement of Coptis japonica growth by 
chimeric repressor of Arabidopsis transcription factors that regulate 
growth and development”  

H22.6 

  
Conference on Plant Molecular Biology (2010 年 7 月 18-23 日 ), 
Holderness, USA： “Screening of transcription factors involved in Fusarium 
oxysporum resistance in Arabidopsis thaliana”  

H22.7 
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５－２「植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2006-204421、PCT/JP2006/304147、発明名称「UDP－ラムノ－スの
製造方法」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H18.7.27 

出願  

  
特願 2009-061198、発明名称「植物ゴルジ装置へタンパク質を局在させるド
メイン及びその使用」、出願人「国立大学法人九州大学」 

H21.3.13 

出願  

  
特願 2009-274043、発明名称「植物型糖鎖付加酵素遺伝子の同定及びそ
の抑制」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H21.12.2 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2010/071598、発明名称「植物型糖鎖付加酵素遺伝子の
同定及びその抑制」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所」 

H22.12.2 

出願  

  
特願 2011-048303、発明名称「タバコ由来糖鎖付加酵素遺伝子及びその抑
制」、出願人「独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人九州大
学」 

H23.3.4 

出願  

      

論文 
(査読有) 

J. Biol. Chem. (282: pp.5389-5403)： “Functional analysis of Arabidopsis 
thaliana      RHM2/MUM4, a multidomain protein involved in 
UDP-D-glucose to UDP-L-rhamnose conversion” 

H19 

  
Plant Physiology (152, pp.332-340)： “Characterization of ER localized 
UDP-D-galactose hydroxyproline O-galactosyltransferase using synthetic 
peptide substrates in Arabidopsis thaliana” 

H22 

  
Biosci. Biotechnol. Biochem. (75, pp.994-996)： “Treatment of tobacco 
plants with ferrous chelator 2,2'-dipyridyl reduces plant-specific 
arabinogalactan-type O-glycosylation” 

H23 

  
“ Golgi-targeting of plant type 2 prolyl 4-hydroxylase mediated by 
toxin-homology and catalytic domains and interaction with Per1 protein” 
(審査中） 

H23 

      

論文 
(査読無) 

生物工学会誌 (85: 283)： 「植物の糖ヌクレオチド合成」 
H19 

  
化学と生物 (47： pp.156-158)： 「植物を用いた有用蛋白質生産の新技術
～インターフェロンの収量と安定性を向上させるアラビノガラクタン糖鎖～」 

H21 

  
月刊バイオインダストリー (2009 年 1 月号)： 「蛋白質への植物特異的 O-
結合型糖鎖修飾抑制技術開発への展望」 

H21 

      

発表 
(国内) 

第 26回日本糖質学会年会 (2006年 8月 23-25日)： 「Arabidopsis thaliana 
の  UDP-L－ラムノース合成に関与する  RHM2/MUM4 蛋白質の機能解
析」  

H18.8 

  
日本分子生物学会 2006 フォーラム (2006 年 12月 6-8 日)： 「Arabidopsis 
thaliana の UDP-L－ラムノース合成に関与する RHM2/MUM4 蛋白質の
機能解析」 

H18.12 

  
日本農芸化学会 2007 年度大会 (2007 年 3 月 24-27 日)： 「Arabidopsis 
thaliana の UDP-L－ラムノース合成に関与する RHM2/MUM4 蛋白質の
機能解析」 

H19.3 

  
第 25回バイオテクノロジーシンポジウム (2007年 11月 6日)： 「植物型糖鎖
修飾を抑制した植物作出技術開発」 

H19.11 

  
AIST シンポジウム「酵母の糖鎖生物学とその応用」 (2008 年 2 月 14 日)： 
「植物特異的な蛋白質への O-結合型糖鎖付加」 

H20.2 

  
AIST シンポジウム「酵母の糖鎖生物学とその応用」 (2008 年 2 月 14 日)： 
「植物における糖ヌクレオチドの生合成」 

H20.2 
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日本農芸化学会 2008 年度大会 (2008 年 3 月 26-29 日)： 「アラビノガラク
タン合成に関与するシロイヌナズナのハイドロキシプロリン O-ガラクトース転
移酵素（HGT）の諸性質」 

H20.3 

  
第 26回バイオテクノロジーシンポジウム (2008年 11月 6日)： 「植物型糖鎖
修飾を抑制した植物作出技術開発」 

H20.11 

  
第 15 回日本生物工学会九州支部大会 (2008 年 12 月 6 日)： 「アラビノガ
ラクタン合成に関与するシロイヌナズナのハイドロキシプロリン O-ガラクトース
転移酵素（HGT）の諸性質」 

H20.12 

  
日本植物生理学会年会 (2009年 3月 21-24日)： 「タバコの 2型プロリン水
酸化酵素遺伝子のクローニングと局在解析」 

H21.3 

  
日本農芸化学会 2009 年度大会 (2009 年 3 月 27-29 日)： 「タバコの各種
器官における植物特異的 O-結合型糖鎖付加程度の差異」 

H21.3 

  
第 82 回日本生化学会大会シンポジウム「2Sa14a 植物の成長生理とメンブレ
ントラフィック」 (2009 年 10 月 21-24 日)： 「ゴルジ装置と細胞増殖：細胞壁
成分合成系の局在と細胞外への大量輸送装置」 

H21.10 

  

2009 年度日本農芸化学会関西･中四国･西日本支部、日本栄養･食糧学
会九州･沖縄支部および日本食品科学工学会西日本支部合同大会  (2009
年 10月 30-31日): 「植物の 1 型プロリン水酸化酵素の細胞内局在機構の
解析」 

H21.10 

  

2009 年度日本農芸化学会関西･中四国･西日本支部、日本栄養･食糧学
会九州･沖縄支部および日本食品科学工学会西日本支部合同大会  (2009
年 10 月 30-31 日)： 「植物の 2 型プロリン水酸化酵素の Tox1 ドメインはゴ
ルジ装置局在ドメインとして機能する」 

H21.10 

  
第 27回バイオテクノロジーシンポジウム (2009年 11月 5日)： 「植物型糖鎖
修飾を抑制した植物作出技術開発」 

H21.11 

  
第 51 回日本植物生理学会年会 (2010 年 3 月 18-21 日)： 「アラビノガラク
タン合成に関与するシロイヌナズナのハイドロキシプロリン O-ガラクトース転
移酵素 (HGT) の諸性質」 

H22.3 

  
第 51 回日本植物生理学会年会 (2010 年 3 月 18-21 日)： 「植物のプロリ
ン水酸化酵素の発現抑制が蛋白質への O-結合型糖鎖修飾に与える影響
の解析」 

H22.3 

  
第 28回バイオテクノロジーシンポジウム (2010年 9月 29日)： 「植物型糖鎖
修飾を抑制した植物作出技術開発」 

H22.9 

  
第６２回日本生物工学会大会シンポジウム「植物遺伝子の魅力  ～生物工
学分野への応用」 (2010年 10月 27日)： 「植物での有用タンパク質生産の
ための植物特異的糖鎖付加抑制法の開発」 

H22.10 

  
BMB2010 (2010 年 12 月 29 日)： 「植物由来セリン残基への O-結合型ガラ
クトース転移酵素遺伝子の同定」 

H22.12 

  
日本植物生理学会 2011 年度年会 講演要旨集 (2011 年 3 月)： 「植物由
来セリン残基への O-結合型ガラクトース転移酵素遺伝子の同定と解析」 

H23.3 

  
日本植物生理学会 2011年度年会 講演要旨集 (2011年 3月)： 「タバコの
２型プロリン水酸化酵素と相互作用するタンパク質の探索」 

H23.3 

  
日本農芸化学会 2011 年度大会 要旨集 (2011 年 3 月)： 「植物を宿主と
した異種蛋白質生産における植物特異的糖鎖付加の抑制」 

H23.3 

      

発表 
(国外) 

Gordon Research Conference on Plant Cell Walls (2006 年 7 月 30 日-8 月
4 日), Biddeford, Maine, USA： “Role of basic amino acid residues in the 
cytosolic region of type II membrane proteins on Golgi localization in plant 
cells”  

H18.7 

  

The first International Fungal / Plant Cell Wall Meeting (2007年 3月 10-14
日 ), Biarritz, France ：  “ Functional analysis of Arabidopsis thaliana 
RHM2/MUM4, a multidomain protein involved in UDP-D-glucose to 
UDP-L-rhamnose conversion”  

H19.3 
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５－３「ウイルスベクターを用いた高効率発現システムの開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2008-206446、発明名称「非拡散植物ウイルスベクター」、出願人「独
立行政法人産業技術総合研究所、ホクレン農業協同組合連合会、国立大
学法人北海道大学」 

H20.8.8 

出願  

  
国際出願 PCT/JP2009/003816、発明名称「非拡散植物ウイルスベクター」、
出願人「独立行政法人産業技術総合研究所、ホクレン農業協同組合連合
会、国立大学法人北海道大学」 

H21.8.7 

出願  

  
13/057818（アメリカ）、発明名称「非拡散植物ウイルスベクター」、出願人「独
立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人北海道大学、ホクレン農
業協同組合連合会」 

H22.2.22 

出願  

  
09804765.7（ヨーロッパ）、発明名称「非拡散植物ウイルスベクター」、出願人
「独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人北海道大学、ホクレン
農業協同組合連合会」 

H22.2.8 

出願  

      

論文 

(査読有) 

Virus Genes (40, pp.440-446)：  “HC-Pro, a potyvirus RNA silencing 
suppressor, cancels cycling of Cucumber mosaic virus in Nicotiana  
benthamiana plants” 

H22 

  
Plant Biotechnology J. (9: pp.38-49) ：  “ Risk-managed production of 
bioactive recombinant proteins using a novel plant virus vector with a 
helper plant to complement viral systemic movement”  

H23 

      

発表 

(国内) 

平成 20 年度日本植物病理学会大会 (2008 年 4 月 26-28 日)： 「サイレン
シング経路におけるキュウリモザイクウイルス 2b タンパク質の作用点につい
て」 

H20.4 

  
平成 20年度日本植物病理学会大会 (2008年 4月 26-28日)： 「キュウリモ
ザイクウイルスベクターを用いたトマト果実におけるサイレンシングの誘導」 

H20.4 

  

Japan-Australian International Symposium on Biological interactions with 
plant roots and aerial tissues (2008 年 7 月 28 日), Sapporo： “Molecular 
interaction between the 2b protein of Cucumber mosaic virus and 
Argonaute 1 protein”  

H20.7 

  
第 56回日本ウイルス学会学術集会 (2008年 10月 26-28日)： 「Cucumber 
mosaic virus (CMV) ベクターによる有用物質生産のための非拡散システム」 

H20.10 

  
第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 
(2008 年 12月 9-12日)： 「植物ウイルスベクターの非拡散システム構築のた
めの基盤植物体の作出と有用物質生産」 

H20.12 

  
平成 21 年度日本植物病理学会大会 (2009 年 3 月 26-28 日)： 「RNA ウイ
ルス間 RNA 組換えの回避戦略」 

H21.3 

  
平成 21 年度日本植物病理学会大会 (2009 年 3 月 26-28 日)： 「サブグル
ープ I と IIのキュウリモザイクウイルスの 2bタンパク質のサイレンシング抑制活
性の比較」 

H21.3 

  

日本農芸化学会 2009 年度大会シンポジウム／バイオテクノジー開発技術
研究組合共催特別シンポジウム「遺伝子組換え技術を駆使した植物による
有用物質生産の体系化」 (2009 年 3 月 29 日)： 「非拡散植物ウイルスベク
ターの開発」 

H21.3 

  
日本植物病理学会・平成 21 年度植物感染生理談話会 (2009 年 8 月 6-8
日)： 「RNA 組換えリスクを回避する植物ウイルスベクターによる有用タンパク
質の発現」 

H21.8 
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平成 21 年度日本植物病理学会北海道部会 (2009 年 10 月 15-16 日)： 
「CMV ベクターによる高効率な物質生産が可能な植物体の作出とサイクリッ
クな CMV 蓄積への影響」 

H21.10 

  
第 28 回日本植物細胞分子生物学会（仙台）大会・シンポジウム (2010 年 9
月 2-3 日)： 「非拡散植物ウイルスベクターシステムの改変」 

H22.9 

  
第 58 回日本ウイルス学会学術集会 (2010 年 11 月 7-9 日)： 「ポティウイル
スの HC-Pro が Cucumber mosaic virus のサイクリック性に及ぼす影響解
析」 

H22.11 

      

発表 

(国外) 

XIV. International Congress of Virology (2008 年 8 月 10-15 日), Istanbul, 
Turkey： “Development of a new Cucumber mosaic virus-based vector 
system that confines the vector in inoculated plants” 

H20.8 

  
PBVA 2009 (3rd International Conference Plant-Based vaccine and 
antibody) (2009 年 6 月 15-17 日), Verona, Italy： “Viral nonproliferation 
system to produce a valuable protein in transgenic plants”  

H21.6 

      

その他 
経済産業省主催国際シンポジウム「遺伝子組換え植物を用いた高付加価
値物質生産」 (2011 年 2 月 23 日)： 「植物ウイルスベクターによる有用物質
生産とその拡散制御技術開発」 

H23.2 
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５－４「高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究 

開発」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

特許 
特願 2010−033763、発明名称「外来遺伝子発現要素及びその利用」、出願
人「国立大学法人横浜国立大学」 

H22.2.18 

出願  
      

論文 

(査読有) 

Plant Biotechnol. (24 (3), pp.301-306): “ Expression and subcellular 
localization of pre-rRNA processing factor homologues in higher plants”  

H19 

  
Plant Biotechnol. (28 (3), pp.295-301): “Non-destructive bioluminescence 
detection system for monitoring defense gene expression in tobacco BY-2 
cells” 

H23 

  
Plant Biotechnol. (in press, 2011): “Bioluminescence spectra of click 
beetle luciferases in higher plant cells” 

H23 

  
Biosci. Biotechnol. Biochem. (in press, 2011): “Evaluation of the use of 
the tobacco PR-1a promoter to monitor defense gene expression by the 
luciferase bioluminescence reporter system”  

H23 

      

発表 

(国内) 

日本植物病理学会大会（宇都宮市） (2007 年 3 月 28 日)： 「ウイルス遺伝
子のキャップ非依存的翻訳に関与する因子群の探索について」 

H19.3 

  
日本植物病理学会大会（宇都宮市） (2007年 3月 28日)： 「数種 Potyvirus
の 5'非翻訳領域（5'UTR）に由来する Internal ribosome entry site（IRES）活
性について」 

H19.3 

  
第 20 回バイオメディカル分析科学シンポジウム (2007 年 7 月 2 日) （招待
講演）：「食の安全・安心に貢献する植物遺伝子モニタリング技術について」 

H19.7 

  
日本植物細胞分子生物学会大会 (2007年 8月 8日)： 「高等植物における
キャップ非依存的翻訳に関与する因子群の探索について」 

H19.8 

  
日本植物病理学会関東部会 (2007 年 9 月 13 日)： 「Tobamovirus の 5'
非翻訳領域（5'UTR）に由来する Internal ribosome entry site（IRES）活性
について」 

H19.9 

  
日本植物生理学 会年会 (2008 年 3 月 21 日)： 「一過的発現系による 
RNA サイレンシングサプレッサーの導入遺伝子に与える影響について」 

H20.3 

  
日本植物病理学会大会 (2008年 4月 28日)： 「各種 Potyvirus属ウイルス
由来 5'非翻訳領域（5' UTR）の翻訳エンハンサー活性ならびに  Internal 
ribosome entry site（IRES）活性について」 

H20.4 

  
日本植物細胞分子生物学会大会 (2008 年 9 月 1-2 日)： 「外来遺伝子発
現効率向上に寄与する因子の探索について」 

H20.9 

  
日本植物病理学会関東部会 (2008 年 9 月 13 日)： 「遺伝子銃を用いた植
物ウイルス由来サイレンシングサプレッサーの活性評価について」 

H20.9 

  
日本植物病理学会関東部会 (2008 年 9 月 13 日)： 「Nepovirus の 5'非翻
訳領域（5'UTR）に由来する Internal ribosome entry site （IRES）活性につ
いて」 

H20.9 

  
日本植物病理学会 (2009年 3月 26日)： 「数種 Tobamovirusの 5’非翻訳
領域（5’ UTR）に由来する Internal ribosome entry site (IRES)活性につい
て」 

H21.3 

  
日本植物病理学会関東部会 (2009 年 9 月 11 日)： 「数種植物ウイルス由
来サイレンシングサプレッサーの活性評価について」 

H21.9 
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発表 

(国外) 

International Conference “Plant Transformation Technologies” (2007 年 2
月 6日) , オーストリア・ウイーン： “Characterization of IRES-mediated Gene 
Expression System in Plants”  

H19.2 

  
日台農業生物技術とその応用セミナー (2007 年 7 月 13 日), 台湾・台北： 
「発光レポーターによる植物遺伝子発現モニタリング系の開発と応用につい
て」（招待講演） 

H19.7 

 
9th International Congress of Plant Pathology （2008 年 8 月 24-29 日), イ
タリア・トリノ： “The Search for Factors that Regulate the Cap-Independent 
Translation of Virus Gene Expression”  

H20.8 
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６「植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究」 

特許、論文、投稿、発表リスト 

  題目・メディア等 時期 

報文 

(査読無) 

バイオサイエンスとインダストリー (64 (12)： p.702-704)： 「植物利用高付加
価値物質製造基盤技術開発プロジェクト」 

H18.12 

  
化学経済 (2007 年 2 月号)： 「地球温暖化を踏まえての植物機能利活用の
新展開 ―有用物質製造と炭素固定にかかわる革新技術― 」 

H19.2 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

天然資源にとぼしい我が国にあって、我が国の技術の先端性を基盤とし、事業化の可

能性が高く、競争力のある新産業創出を目指した研究開発として、政策的に重要な事業

である。遺伝子組換え植物に対する国民の理解が十分得られていない状況において、企

業が単独で実施するにはリスクが高いため、国が基盤整備を行い、事業化例を示すこと

が必要である。世界に類を見ない閉鎖型植物栽培施設を活用することで、遺伝子組換え

植物を生産宿主として用いて、稀少なまたは高額な有用物質を、効率的かつ安定的に生

産するプラットフォーム技術を開発したことは、社会的、経済的観点からも重要である。 

一方で、本事業には多くの基礎的研究が内包しており、成功と失敗を糧としながら全

体として基盤整備を進める計画であったため、共同研究プロジェクトの利点が活かす努

力はあったものの、個々の技術開発に類似の問題点が含まれているにもかかわらず、相

互の情報交換が限られていたことで、問題を解決できないケースが見られた。また、動

物細胞や微生物利用など、他の物質生産系との比較検討を常に評価していくことが今後

必要である。さらに、目的とする有用物質は、医薬品・機能性食品・動物医薬品など多

岐にわたるため、実用化に際しては、種々の安全性評価を予め検討する必要がある。 

 

【肯定的意見】 

・事業の政策的意義は明確である、日本の技術の先端性を基盤にしたプロジェクトで、

それ自体に事業化の可能性が高いプロジェクトであるとともに、将来の圃場における

生産性向上につなげる中間的なランドマークとしても重要なプロジェクトである。 

・競争力のある新しい産業の創出を目指した国の上位施策の中に明確に位置付けられて

いる。 

・遺伝子組換え植物を用いた実用化は、遺伝子組換え植物に対する国民理解が十分でな

いことから、まず第二種使用によりその有効性を示していくことは、大局的な観点か

ら遺伝子組換え植物の普及において重要な取り組みと思われる。 

・組換え植物の閉鎖系施設を用いた産業化はまだ、極めて萌芽の状態にあり、個別企業

が単独で行うにはリスクも多く、成功も難しい。そのような中で、国プロジェクトと

し、産・官・学が基盤整備を行い、事業化例を作っていくという点で、本事業は重要

であった。 

・バイオテクノロジーのポテンシャル活用のための基盤技術開発として重要な事業であ

ること、民間企業単独で実施しうる課題ではないことは明らかであり、国の事業とし

て妥当な位置づけ・目的であると認められる。 
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・遺伝子組み換え作物に対するパブリックアクセプタンス問題の点からも官の役割（方

向付け，管理）は必要である。 

・組み換え作物に対する風当たりが強い日本において、政府がリードする意義は大きい。 

・有用物質を効率的かつ安定的に生産する技術開発は天然資源に乏しいわが国にあって

は必須と考える。この解決策の一つとして世界に類を見ない閉鎖型完全制御型植物生

産施設を用いて栽培技術開発を行うだけでなく、高発現植物体の開発と、どのような

物質が発現でき、発現した物質の機能性までを、多面的かつ一体的に検討することは

評価できる。 

・組み換え植物の開発と、閉鎖系での栽培技術の開発を平行して進めることで、組み換

えたんぱく質生産のプラットフォーム技術の開発を目指した点は大きな意義がある。 

・ヒトや動物の疾病予防・治療に関する開発研究や、稀尐または高額な有用物質の大量

生産を可能にすることについては、社会的・経済的な観点からも本事業は重要である。 

・本事業は政策的にも重要性であることは疑いもない。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

・本事業は多くのプロジェクトのすべてが成功することを目指していたと言うより、そ

れぞれのプロジェクトの成功・失敗を糧としながら、全体として基盤整備を進めるこ

とであった。実際に、全体のレベルの向上は見られたし、一部のプロジェクトに関し

ては事業化も視野に入ってきた。しかし、それぞれのプロジェクトが個別に動いてい

て、類似の問題点が相互の情報交換の不足のために解決されていないケースが見られ

た。 

・組み換え生産するたんぱく質が個々の技術開発でまちまちだったため、どの植物と栽

培技術の組み合わせがよりプラットフォーム技術として適しているのかを、比較検討

するのが困難だった。全ての技術開発で最低1つは共通のたんぱく質生産に取り組ん

でいれば、それぞれのプラットフォーム技術の特色をより浮き彫りにできたのではな

いかと思われる。 

・本事業で目的としている有用物質は、医薬品・機能性食品・動物医薬など様々な分野

にわたるため、実用化に際しては種々の安全性評価が求められるので、予め対策を検

討する必要がある。 

・事業目的設定の出発点のひとつとして、動物細胞や微生物利用の生産系における課題

が多いことがあげられ、植物利用によりこれらの課題を克服することが目的として捉

えられている。動物細胞・微生物利用の生産系も日々進歩し、課題も大きく変化して

いると想定される。どのような変化が具体的に認められるのか、他の生産系では生産

できない重要物質は何か等、常に問い返し評価に反映させることが求められる。 

・事業の目的の説明が、植物で生産すれば動物で生産するより安全で、微生物よりも低
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コスト化が可能という前提に立っているが、必ずしもそうとは言い切れないだろう。

たんぱく質生産のプラットフォーム技術としては、微生物、哺乳動物、昆虫なども検

討されており、それらも同列に比較検討するようなプログラムがあってもよかったの

ではないか。 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

目的物質は疾病予防や治療等のためとしており、稀少または高額な有用物質を遺伝子

組換え植物で安定的に生産しようとする研究計画であり、有用物質を蓄積する植物の開

発、医薬品にはあるべきではない植物型糖鎖修飾の抑制技術、組換え植物の栽培技術の

確立、有用物質の評価など、実用化に向けて具体的かつ明確な目標が設定されている。

多岐にわたる課題が含まれるが、「医薬品原料生産植物」、「機能性成分生産植物」、「基

盤植物作出技術」など研究開発項目を３分野に設定したことは、管理する上でも理解し

易くまとめられている。 

一方で、組換え植物の事業化は萌芽的段階にあるため、課題が多様であり、定量的目

標設定、達成度評価やコスト計算が困難な研究課題があった。プラットフォーム技術の

評価のために、全体を総括する目標を設定してもよかった。 

 

【肯定的意見】 

・対象としている目的物質は疾病予防や治療のためであり、また稀尐または高額なもの

を遺伝子組換え植物で安定的に生産するものである。それらは世界的にも需要があり、

その目標は妥当である。 

・本事業では、１）実用可能なレベルまで有用物質を蓄積する植物の開発、２）蓄積有

用物質の評価、３）有用物質の安定性・高効率化の基盤技術の確立、４）植物特異的

糖鎖修飾の抑制、５）閉鎖型人工環境下での組換え植物の栽培技術の確立を目指して

いる。いずれも、実用化に向けた重要な目標設定である。達成すべき数値目標も掲げ

られていて、判断をする基準は理解できる。 

・有用物質に関して「量」と「機能」の実用化の目処、物質の「安定性」の確保、「安

全性」への考慮、生産の「安定性」と「効率性」という必要十分な項目について目標

設定がなされており、設定された目標が「実用化への目処」であることから適切と考

える。 

・すべての課題について、目標・目標水準は、具体的かつ明確であると認められる。 

・目標及び目標水準は、それを設定した理由が示されていることから、明確と思われる。 

・中間目標、最終目標を適切に設定している。また、研究開発項目を3つに分けて管理

している点はわかりやすい。 

・研究開発項目①～③の設定は合理的である。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

・数値目標は明確であるが、その根拠が明確でないプロジェクトも散見される。これは、

組換え植物の事業化が萌芽的段階にあり、十分にコスト計算のできるレベルになって

いないためであると考えられる。今回のような事業のさらなる展開により、きちんと
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コスト計算のできるプロジェクトが増えることを期待したい。 

・目標達成の水準（基準値）の設定の客観的妥当性に不安がある。定量的な基準設定，

達成度評価が困難な研究課題もあると思われる。 

・達成度を測定・判断するための指標として、各担当者の自己評価による達成度が記載

されているが、成果のまとめと結果の関連が不明確なものがあった。 

・個別技術開発の対象には評価手法の定まっていない「有用物質」も含まれ、その評価

手法の開発までを目標としたため変数が多すぎて肝心のプラットフォーム技術の評

価を困難にしたように思われる。機能性食品素材やワクチンなどにはその有用性の実

証や評価方法の確立ができていないものもあるが、個別技術開発のテーマはその機能

やメカニズムが明確なものを対象にすべきだったのではないか。 

・課題が多様であり、課題ごとに指標設定がなされているが、多様な課題の成果を総括

する目標設定があれば、尚良かったのではないか。 

・「有用物質」の定義があいまいで、かつ、個別技術開発ごとにそれぞれ別の物質生産

を目指しており、プラットフォーム技術の開発プロジェクトであるのか、有用物質の

開発プロジェクトであるのかあいまいになった面がある。 

・各課題の目標水準のチャレンジ性の評価が必要ではないか。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

本事業で設定された目標は、１）実用可能なレベルまで有用物質を蓄積する植物の開

発、２）蓄積有用物質の評価、３）有用物質の安定性・高効率化の基盤技術の確立、４）

植物特異的糖鎖修飾の抑制、５）閉鎖型人工環境下での組換え植物の栽培技術の確立、

であり、学術発表および特許出願も多く、ほぼ全ての課題で、成果が得られ、達成目標

に達している。課題ごとの自己評価で多尐の判断のばらつきは見られるが、有用物質の

植物での発現と増量が達成でき、初期の期待する機能も検証できている。 

一方で、個別要素技術課題の数が多く、課題ごとの評価にならざるを得ず、目標達成

度の設定が不明確な課題があったり、事業全体のフォーカスがはっきりしなかったりし

たため、何らかの方向性が見いだせるような総合的な検証が必要である。 

 

【肯定的意見】 

・（１）本事業で設定された目標は、１）実用可能なレベルまで有用物質を蓄積する植

物の開発、２）蓄積有用物質の評価、３）有用物質の安定性・高効率化の基盤技術の

確立、４）植物特異的糖鎖修飾の抑制、５）閉鎖型人工環境下での組換え植物の栽培

技術の確立、である。それぞれに複数のプログラムが進行したが、全体としてみて、

５つの課題とも明確な成果が得られている。また、論文、特許の出願についての業績

は十分に得られている。 

（２） 目標の達成度もほぼ達成目標に到達している。 

・各開発課題から，共通の基盤技術となり得る成果が得られている。 

・ほとんどの課題で明確な進展があり成果は大きいと判断された。 

・プロジェクト全体の達成度に問題はないと考える。 

・中間評価時よりも進んだ成果が得られている。 

・各課題において得られた成果は明確であり、また、設定目標に対し適切に評価が行わ

れている。 

・個別要素技術の中には、引き続き事業化を進めるべき段階にあるものがいくつかあり、

妥当な成果が得られていると思われる。 

・課題ごとの自己評価で多尐の判断のばらつきは見られるが、有用物質の植物での発現

と増量が達成でき、初期の期待する機能も検証できている。また閉鎖型完全制御型植

物工場での栽培制御技術についても、課題に用いた植物毎に検討がなされている。学

術発表、特許出願も多く、事業期間を通じて着実な前進があったことがうかがえる。 

・事業化を主目的とする本事業では、出願しないと論文を公表できないことから論文数

が尐なくなるのは仕方ないと思われる。特許は課題により偏りもあったが成果は大き

いと思われる。 
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【問題点・改善すべき点】 

・一部に、目標の設定が不明確なために、研究のフォーカスがぼけているプロジェクト

が見られる。 

・目標達成の水準（基準値）の設定および達成度評価の客観的妥当性に不安が残る開発

課題がある。 

・個別要素技術の数が多く、それを１つにまとめて評価するのは困難である。 

・植物毎に違うといってしまえばそれまでで、課題ごとの評価にならざるを得ないかも

しれないが、閉鎖型完全制御型植物工場に適する「物質（蛋白なのか脂質なのか、ポ

リフェノールなどなのか）」、や植物体について、何らかの方向性が見出せるような

総合的な検証が必要ではないか。 

・技術開発においては、特許の売り込みについての戦略が必要と思われる。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

本事業の開始時には、植物を工場で生産することがほとんど知られていなかったが、

本事業により「植物工場」という言葉が一般にも知られるようになり、閉鎖系植物工場

という概念が社会に流布するようになった。この概念は日本発であり、遺伝子組換え植

物の利用を進める世界的なスタンダードになると期待される。野心的なテーマであるに

もかかわらず、経口ワクチンなどいくつかの課題は事業化の見通しが立っていることは

高く評価できる。また、単位面積当りの増収が期待できる植物工場に適した植物体の改

変や栽培技術が見出せた意義は大きく、プラットフォーム技術の開発を目指した研究開

発は評価できる。 

なお、いくつかの課題は、これから事業化が可能かどうかさらなる研究が必要である。

また、微生物や動物細胞など他の生産系との比較検討、事業化主体の明確化、コスト計

算、競争力の変化、市場の情勢変化等を十分に把握しながら事業化戦略を柔軟に見直し

つづける必要がある。実施主体というより企画側に、複数省庁にまたがる長期的なプロ

ジェクトの設定を含め、基盤から事業化までのトータルコーディネーションが必要であ

る。課題によっては、大規模な第二種使用、第一種使用が想定されるので、実用化に向

けて早期に規制官庁との相談が必要である。 

 

【肯定的意見】 

・本事業は、閉鎖系を用いた組換え植物の育成による有用物質の生産という、極めて野

心的なテーマである。にもかかわらず、このうちのいくつかについては、すでに事業

化の見通しが立っており、高く評価したい。一方で、いくつかの課題については、事

業化に向けての課題が明確になっていて、課題をあぶり出したという点でも有益であ

った。 

・今回のプロジェクトにより、閉鎖系植物工場という概念が社会に流布するようになっ

た。この概念は日本発であり、組換え植物の利用を進める世界的なスタンダードにな

ると期待される。 

・波及効果については、組換えジャガイモ経口ワクチンが広い汎用性を持つ可能性があ

ること、コレラワクチン製造技術が大腸菌下痢症の緩和に役立つ可能性があるなど、

いくつかのプロジェクトについては想定していなかった波及効果が期待できること

が示された。 

・民間企業との共同研究が多いことから、実用化の道筋は立てやすいと思われる。 

・植物を利用したたんぱく質生産のプラットフォーム技術を確立できれば、さまざまな

たんぱく質において実用化を検討できる。栽培技術も含めてプラットフォーム技術の

確立を目指した点は評価できる。 

・開発された基盤技術については，事業化に向けた特許申請等が積極的に進められてい

る。 
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・単位面積当りの増収が期待できる植物工場に適した植物体の改変や栽培技術が見出せ

た意義は大きい。また組換え植物で発現させた有用物質の機能性をin vivoで評価で

きており、事業化の第一段階である、開発に向けた一歩が踏み出せていると考える。 

・今後の事業化シナリオと事業を担う企業が明確に位置づけられている課題がある。 

・個別要素技術の中には事業化に向けてさらなる検討を進める段階にあるものもいくつ

かある。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

・いくつかのテーマについては、事業化の見通しが立っているが、大部分はこれから事

業化が可能かどうかのさらなる研究が必要なレベルにある。植物の生育期間の長さか

ら考えると、致し方のないことではある。この点を改善するためには、実施主体とい

うより企画側に、長期的なプロジェクトの設定、あるいは、基本的なところは他の省

庁で行い、最終的な事業化のみを経産省で行うなどの基盤から事業化のトータルコー

ディネーションが必要と考える。 

・各技術開発課題の成果の事業化までには，ある程度の期間が必要であり，その間の競

争国での動向，競争力の変化，市場の情勢変化等を十分に把握しながら，事業化戦略

の柔軟な見直しを継続する必要がある。 

・事業化を視野に入れた場合、開発した組み換え植物と栽培技術の組み合わせが他の生

産系よりも競争力を有していることが求められるはずだが、コストなどを含めて他の

選択肢との比較検討が十分に行われたとは言い難い。今後の事業化に向けた課題かも

しれないが、生産技術だけでなく、精製や製剤化、流通なども含めてコストを詳細に

検討すべきだと思われる。 

・将来の具体的商品はなにか、誰が事業化を担うのか、具体性にかける課題が散見され

る。5-1～5-4の課題については、3-1～3-4、4-1～4-4のターゲット物質やその他のタ

ーゲット物質の事業化に活用する計画を事前に立案することが望ましかったと考え

られる。 

・問題点（達成できなかった点）の事業化シナリオへの影響および解決策が一部明確に

は示されていない。 

・波及効果が期待される莫大な市場規模が算出されているが，必ずしも植物を利用した

本事業のみの成果の市場規模とは言えない部分もあると思われる。 

・課題によっては、大規模な産業第二種使用において、ニーズに沿った生産が可能であ

るかを検証する必要がある。 

・将来的には第1種使用等を検討する必要のある遺伝子組換え植物も想定される。 

・本事業で生産技術開発の対象とした有用物質が機能性食品や医薬品分野で利用される

ものであることから、実用化に向けて早期に規制官庁との相談が必要であろう。これ
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により得られた方向性が今後の、本分野の成果物の実用化への道筋になるのではない

か。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

事業化の可能な課題を集め、多様な分野の研究者で構成されているが、異なる研究チ

ーム間の連携も図られるなど、実施体制は適切に組織化され、運営された。有用組換え

植物からその育成までをトータルに管理するシステムが構築され、限られた期間で実用

化の目処をつけるという目標達成に向けた運営を強く意識している。また、情報収集を

継続して行っている点も評価できる。 

一方で、個別要素技術開発テーマが多様すぎ、同じ植物材料、類似のプロモーターを

利用するなど、さらなる連携が求められる。費用対効果は、本事業により開発された技

術が事業化されるまでは判断が難しい。 

 

【肯定的意見】 

・現時点で事業化の可能なプロジェクトを集め、適切に組織化した点において、研究開

発計画は適切かつ妥当であったと判断する。 

・プロジェクトリーダーのリーダーシップのもと、組織内での連携が進められ、有用組

換え植物からその育成までをトータルに管理するシステムが構築されるとともに、異

なるプロジェクト間の連携も進められ、運営は適切になされたと評価される。 

・資金分配は適切であった。 

・費用対効果は適切であった 

・プロジェクトにおいて情報収集を継続して行っている点は、評価できる。その結果、

世界的な動向の重要な変化がなかったと判断している。 

・実施者間の連携および成果を普及し関与を求める取り組みが行われている。 

・研究開発実施者の実施体制・運営については横の連携も取るなど適切と思われる。 

・研究開発計画、実施体制は適切だったと思われる。異なる実施チーム間の連携も行わ

れている。 

・多様な分野の研究者で構成された実施体制であり、異なる研究チーム間の連携も図ら

れており効率的なマネジメントがなされていたと思われる。研究機関もさることなが

ら異業種企業が複数関与するチーム体制をとった課題も多く、限られた期間で実用化

の目処をつけるという目標達成に向けた運営を強く意識している体制との印象があ

る。 

・効率的な研究開発のための努力が認められる 

・本事業の基本的な計画は適切である。 

・費用対効果は大きいと判断される。 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

・いくつかの新規の共同研究や連携は見られたが、全体としては、同じ植物材料、ある
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いは類似したプロモーターの利用などにおいて、さらなる連携があると良かったと考

える。 

・個別要素技術開発のテーマが多様すぎて、評価の視点を絞りにくかった。また、たん

ぱく質生産技術の可能性から考えると、尐なくともコストなどについては植物だけに

絞らず、哺乳動物や昆虫、微生物などを宿主とするたんぱく質生産についても横並び

で検討するべきだったように思われる。費用対効果は現時点では検証不能である。 

・多くの組織・団体が関与する大規模なプロジェクトであり、リーダー、サブリーダー

に過度の負担がかかったのではないか？ 

・競争相手国の研究進捗状況などの把握が十分になされ，事業化される段階での競争力

の評価が妥当であるのか確信が持てない。 
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６．総合評価 

植物を宿主にする特徴を活かし、遺伝子組換え植物を閉鎖系植物工場で栽培して物質

生産させることで、我が国の競争力のある新しい産業の創出、新しい市場が誕生する可

能性が認められる。一方、遺伝子組換え植物の理解が十分でない我が国においては、遺

伝子組換え植物による有用物質の生産技術を国が主導して開発したことは、産業的にも

社会的にも意義がある。多面的な技術アプローチを実施し、なおかつ一体化させて運営

したことで、比較的短期間にもかかわらず一定の成果が得られ、事業化の見通しがつい

た課題、問題点が明確になった課題があるなど、植物工場のプラットフォーム技術を開

発した意義は大きい。しかし、本事業は基礎的研究課題を多く含んでおり、事業全体が

個別の課題を寄せ集めた印象があるので、共通化する成果を総括することができれば、

今後の技術課題の突破口が明確になると考えられる。また、微生物や動物細胞など他の

生産系との比較検討をしておく必要があった。 

 

【肯定的意見】 

・哺乳動物細胞を用いた現在の遺伝子組み換えたんぱく質の生産系ではコストが高いた

め、より低コストな生産方法の開発が求められている。また、穀物中に組み換えたん

ぱく質を生産させると、コールドチェーンなしで流通させることができるなど、植物

を宿主に利用する特徴を生かすことで、組み換えたんぱく質の新しい市場が誕生する

可能性もある。一方で、日本では組み換え作物に対する風当たりが強く、政府がリー

ドする意義は大きい。また、幾つかの技術開発では事業化が視野に入る段階まで進ん

でおり、プロジェクトに一定の成果は得られたと思う。 

・本事業は、閉鎖系という枠内で組換え植物を育成し、有用物質を生産するためのパイ

ロット研究である。パイロット研究として、いくつかのプロジェクトは事業化の見通

しがつきつつあり、いくつかのプロジェクトはその問題点を明確に描き出した。その

ような意味で極めて重要な事業であったと考える。 

・日本における遺伝子組換え植物の利用を積極的に進めて、産業的にも重要な有用物質

生産技術を開発したことは意義がある。 

・我が国の競争力のある新しい産業の創出に寄与する事業が推進されたと思われる。 

・植物による有用物質生産技術開発を、多面的な技術アプローチから実施し、なおかつ

一体化させて運営したことで、比較的短期にかかわらず一定の成果が得られたように

思われる。一連の成果として得られた技術は、植物の改変、育種や、植物工場での栽

培技術のみならず、一般の農業生産技術にも応用可能と考えられる。さらに完全密閉

制御型での環境制御技術は、植物工場だけでなく高度な保管管理が必要な環境制御型

の建築物へも波及できるのではないか。 

・重要な課題の取り組み、設定目標の多くを達成した。 
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【問題点・改善すべき点】 

・そのたんぱく質を発現させるのに、組み換え植物を利用する利点が明確なものはとも

かく、哺乳動物、昆虫、微生物などによる方法も検討できるものについては、平行し

て比較検討する必要があったのではないか。 

・植物関連の課題ではあるが、ライバルの動物細胞・微生物の生産系の研究開発動向把

握も評価報告に含めるべきではないか。 

・事業全体が個別の課題を寄せ集めた印象がある。一体運営に苦心したようであるが、

個別の成果から見出せた共通化する成果が総括してあれば、今後の技術課題の突破口

が明確になったのではないか。 

・厳しい財政状況下にあっては，国民の目に見える成果の事業化などへの努力が一層望

まれる。 

 

 

 



204 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

○国民の目に見えるような形で、事業化を目指した研究を進めていくことが望ましい。

尐しでも早く実用化され世の中に貢献することが、我が国のこの分野での独自性と優

位性を確立する道であり、社会に受容される要件である。 

 

○各開発研究で得られた成果を総括して、体系化と普遍化を行い、達成できなかった課

題の見通し、各成果の共有と連携による相乗効果を導くよう、解決策をより明確にし

ていく必要がある。 

 

○事業化までの競争相手国の動向，発展の把握に努め，常に波及効果，戦略の見直し検

討を行うべきである。 

 

○微生物や動物細胞など他の生産系との比較検討をしていく必要がある。 

 

○ヒト向けの医薬や機能性物質等については、早く、具体的な商品や、事業化を担うパ

ートナーを明確にすることが求められる。また、実用化に向けて安全性評価等が必要

になるので、早期に規制官庁との相談が必要である。 

 

○植物工場に関する基盤技術を活用して、導入遺伝子の効率的な発現と収穫対象器官へ

の有用物質の高濃度集積を可能にする栽培環境の最適化の研究の推進が求められる。 

 

 

 

【各委員の提言】 

・今後、基礎的なものに関しては、基礎的な研究でのさらなる深掘りを、事業化の可能

なものについては、事業化を目指した研究を進めていくことが望ましい。その際、基

礎的なものは文科省、事業化は経産省といった省庁間の連携が必要になると考える。 

・今回のプロジェクトは新企画のプロジェクトであり、試行錯誤の連続の結果、今回の

提案が示す方法性の間違っていないことが示された。今後は、事業化の観点から費用

対効果を考えた資源配分を行うタイプのプロジェクトが望まれる。 

・事業化まで長い年月が予想されるが，国の財政難などの厳しい状況をふまえて，国民

の目に見えるような形での事業化を急ぐ必要がある。 

・事業化までの競争相手国の動向，発展の把握に努め，常に波及効果，戦略の見直し検

討を行うべきである。 

・達成できなかった課題の見通し，解決策をより明確にする必要がある。 

・各開発研究で得られた成果を総括して，体系化と普遍化を行い，各成果の共有と連携
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による相乗効果を導く必要がある。 

・多様な植物（イネ、ダイズ、ジャガイモ、イチゴ、トマト、レンギョウ（多年生木本））

の植物工場での生産を可能にし、収穫対象器官の収量増、均質化、排水処理、省エネ

ルギーに関する基盤技術（栽培システム、栽培方法）が本プロジェクトで確立されて

いる。今後は、本プロジェクトで確立された植物工場に関する基盤技術を活用して、

導入遺伝子の効率的な発現と収穫対象器官への有用物質の高濃度集積を可能にする

栽培環境の最適化の研究の推進が求められる。 

・目標とした水準以上の物質生産を達成した課題が多く、事業化推進が期待される。と

くに、家畜等向けに、物質精製等を経ずに利用する成果物については、比較的ハード

ルも低いので、速やかな事業化を期待する。ヒト向けの医薬や機能性物質については、

早く、具体的な商品や、事業化を担うパートナーを明確にすることが求められる。 

・研究に関する提言ではないが、本事業で作出された遺伝子組換え植物などは、利用目

的に応じた様々な安全性評価が必要になる。新規なものであれば審査にも時間がかか

ると思われるが、他省も含めた行政全体として、バオテクノロジーによる成果の速や

かな事業化のために協力していく体制を期待する。 

・個別技術開発では、たんぱく質性医薬品、ワクチン、機能性食品素材の開発が検討さ

れているが、その有用性が実証されていないものを対象とするのはリスクが大きい。

組み換えたんぱく質を生産するためのプラットフォーム技術の開発を目指すのであ

れば、バイオシミラーなど生理活性たんぱく質としての有用性が実証されているもの

を対象とするのが適していると思われる。 

・研究開発においてもＰＤＣＡ(Plan Do Check Action)サイクルを回しながら、今回の

プロジェクトから得られた結果を検証して、次の研究開発を行い新たな成果を生み出

すことこそが、今回のプロジェクトを真に有用なものに成らしめることと考える。 

 今回の基盤技術を用いた尐しでも早く成果物が実用化され、世の中に貢献することが、

日本のこの分野での独自性と優位性を確立する道であり、社会に受容される要件であ

る。このためには多様な課題から構成された本プロジェクトから、例えば、一番実用

化に近い分野は何か、共通する技術的要素が見出せたのか等を検証・総括（Check）

するとともに、問題点を抽出し解決策を考察すること、そして、ある程度集中型の課

題設定を行い、次の研究開発に望めば、実用化にむけたスピーディかつ突破力のある

開発が行えるのではないかと考える。 

・動物細胞・微生物の生産系との比較検討を行うべきであった。 
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８．個別要素技術に関するコメント 

 

① ３－１（イネ種子での医療用蛋白質の生産技術開発） 

【成果に対する評価】 

・本事業では当初、コレラ菌ワクチンとインフルエンザウィルスワクチンの生産を試み

た。コレラ菌ワクチンについては十分に成果があがっており、その達成度も高く評価

できる。ただ、より重要であるインフルエンザウィルスワクチンについては当初期待

された成果があがっておらず、これについては、今後の課題として残された。 

・稔実率の低下は、遺伝子導入に伴う培養変異と元品種による生育特性の問題はないの

か。培養変異であれば元品種を戻し交雑するなどの対応が必要と考えられる。また品

種の影響であれば、より生産性が高く環境に影響されにくい品種に変えることも必要

ではないか。 

・計画に比した達成度は十分と思われる。コールドチェーンフリー、ニードルレスでの

ワクチン接種が可能というコンセプトから考えると、遺伝子組み換え米の利用に十分

な意義が感じられる。閉鎖空間で、抗原含量を安定的に制御して生産するめどをつけ

ており、実用化に向けてさらなる進展が期待される。 

・遺伝子組み換え植物の完全閉鎖型栽培システムに関する基盤技術となる多くの成果

（システム，方法）を得ている。 

・栽培環境の最適化（収量増，蓄積量増，変動小）に関しては，他の研究開発課題とも

成果を共有して，さらなる相乗効果を期待する。 

・コレラワクチン等を目標レベルで発現し、効果を確認している点など、高く評価でき

る。 

・当初設定された目標が達成されており、問題はないと考える。 

・現在の発展途上国でのワクチンのアンメットニーズを満たす可能性のある米型ワクチ

ン開発の意義は大きい。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・コレラ菌ワクチンとしての事業化に加え、細菌性感染症下痢症に対する事業化の可能

性があきらかになり、この点では今後の展開が楽しみである。 

・次の課題は、製剤をGMP製造し、臨床研究、臨床試験を行うことだろう。その実現に

向けて、早期段階から医薬品医療機器総合機構への薬事戦略相談を実施するべきだと

思われる。また、インフルエンザワクチンへの展開が検討されているが、東南アジア

における赤痢やチフスなど、コールドチェーンフリー、ニードルレスの特性をより生

かしたワクチンへの展開も期待できる。 

・平成24年度に自主臨床試験の実施，平成25年度からの治験計画など，事業化に向けた
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計画が検討されている。 

・完全閉鎖型栽培システムにおいて年３回のイネの高効率栽培を可能にし，生産効率と

コスト面での高い競争力を実現している。 

・事業を担う企業も具体的に検討されており、早急に事業化が進むことを期待する。 

・事業が見通しの積算の前提として、人の臨床投与量を3g粉末とし、ワクチン米の生産

量を年3Kg/cm2としているが、大きな違いは生じないのか。 

・日本人旅行者下痢症の全て（145万人）本剤を使うという前提での市場の積算は適切

か。同様に先進国旅行者や発展途上国の利用についても同様である。 

・海外における治験では相手国での規制等についての調査と対応が必要である。 

・上記の課題は残るものの、大いに期待される成果である。 

・前臨床移行の開発に関する見通しがやや甘いと感じる。シビアな品質管理の考え方、

薬理学的な証明の必要性などについて規制・審査当局と十分に相談する必要がある。 
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② ３－２（組換えジャガイモを利用した家畜用経口ワクチン素材の開発 

【成果に対する評価】 

・追加免疫剤としての経口鳥インフルエンザワクチンの生産について抗原量、ジャガイ

モ生産量ともに目標値を達成する成果が得られている。したがって、高く評価して良

い。 

・露地栽培での塊茎収量を基準にして植物工場システムの達成度を評価しているが，経

口ワクチンの生産コスト，必要生産量などの観点から達成すべき目標収量を設定すべ

きと考えられる。 

・ワクチンタンパクを、目標水準で発現し、効果を確認している点は、高く評価できる。 

当初設定された目標が達成されており、問題はないと考える。 

・計画の達成度は十分だと思われる。 

・現場ニーズを満たした投与方法によるワクチンの可能性が見出せており意義深い。 

・最終年度（平成22年度）に，ＨＡの収量が急増した原因が明確に示されていない。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・事業化の道筋が明確に描かれており、その汎用性とあわせて、事業化の可能性は高い

と考えられる。 

・比較的短期間（平成25年度承認申請，平成26年度販売開始）での事業化が計画されて

いる。 

・事業を担う企業も具体的に検討されており、早急に事業化が進むことを期待する。 

・候補抗原の発言量の目標はクリアーしており、実用化に向けた計画概要は示されてい

るが、組換えジャガイモの必要量と生産量の確保についての記述がない。 

・産業第二種使用だけで十分な生産量が確保でき、事業化できるかが不明。 

・大腸菌と酵母で組み換え生産したHA、NP、CpGの組み合わせにより細胞性免疫を誘導

し、チャレンジ試験でも高い生残率が示せており、これをワクチンとして開発する選

択肢もあると思われたが、攻撃試験などで組換えジャガイモの優位性を確認したとい

うことなので、ジャガイモにワクチンを生産させる利点について理解した。 

・機能面のみならず、常に一定の品質のものが恒常的に作られることが必須である。規

制・審査当局とも十分な相談が必要であり、実用化についてはこれを踏まえた再検証

が必要であろう。 
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③ ３－３（高機能性物質生産ダイズに関する技術開発 

【成果に対する評価】 

・アルツハイマー病ワクチンとして機能の認められているペプチドをダイズにつくらせ、

これを経口用素材として用いようとするもので、組換え植物の作成、その栽培方法の

確立とも目標値を達成していることから、高く評価される。 

・ペプチドの収量を増加させるための栽培システム，栽培環境の最適化に際しては，イ

ネ，イチゴなどを用いた他の研究開発課題のグループと連携して，得られた成果の共

有化，体系化によって相乗効果が期待される。 

・ワクチンタンパクを、目標水準で発現し、効果を確認している点は、高く評価できる。 

・アルツハイマー病ワクチンの開発は望まれているものであり重要な成果と思われる。

マウスによる記憶障害改善効果が見られたとあるので、今後の治験の結果が期待され

る。 

・高蓄積型貯蔵たんぱく質の開発、組み換え大豆の開発、ペプチドワクチンの開発、閉

鎖型の人工栽培システムなど、ほぼ成果が得られた。ただし、アルツハイマー病ワク

チンはヒトでの臨床試験において、アミロイドの蓄積の減尐と臨床症状との関係がま

だ立証されていない。今回の研究開発では、M1たんぱく質の経口投与で、マウスにお

いて記憶障害改善効果が確認できたとあるが、症例数と評価方法についての記載がな

く、詳細が分からなかった。 

・当初設定された目標が達成されており、問題はないと考える。 

・大豆を閉鎖型植物工場での栽培技術に一定の目処が立ったており、他物質の生産も含

め応用展開に期待。また経口投与で効果が得られたことは評価できる。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・事業化に関しては、大腸菌での作成を越えるメリットが必要だと思われるが、ダイズ

アレルギー等のリスクを考えると、事業化がどの程度可能かは判断できない。 

・高齢化によるアルツハイマー病ワクチンの需要は高まり，本事業の大きな波及効果が

期待されるが，事業化までの期間が非常に長いので（平成35年度以降），他の競争国

などでの動向を十分に把握して，事業化戦略の見直しなどを検討する必要がある。 

・アルツハイマーワクチンは幾つか臨床試験が行われているが、まだメカニズムを含め

て不明点が残っている。今後はこれらの開発の進捗を見ながら、抗原たんぱく質の見

直しなどを柔軟に行うようにする必要もあるだろう。組み換え大豆を穀物として流通

させる考えではないと理解したが、それならば今後の事業化を進める際には、大豆種

子からアルツハイマーワクチンの原薬を抽出する工程までを含めてコストを計算し、

他のワクチン製造方法との優务を検証する必要があると思われる。 
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・アルツハイマー病治療ターゲットとしてＡβ（アミロイドβ）が適切なのか、現在の

新薬開発状況からワクチンのアプローチの勝算があるかどうかしっかり考察すべき。 

・事業化パートナーを早急に選定することが求められる。 
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④ ３－４（レタスによるワクチン成分生産技術開発 

【成果に対する評価】 

・豚浮腫病ワクチンの高効率生産、有効性検査、いずれも達成目標をクリアーしている。

また、本ワクチン生産レタスの生産技術の開発にも成功した。以上の点から本プロジ

ェクトを高く評価する。 

・栽培システムおよび栽培環境の最適化に際しては，研究開発課題「３－５医・農・工

融合によるヒトチオレドキシン１産生レタスの生産技術の開発」との成果の共有によ

り，さらなる相乗効果が期待される。 

・従来のレタスの植物工場生産の知見を生かして，生産コスト・管理の低減の観点から，

栽培システムおよび栽培環境の最適化が検討されている。 

・ワクチンタンパクを、目標水準で発現し、効果を確認している点は、高く評価できる。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・浮腫病ワクチンがないことを考えると重要な成果であり、実用化が望まれる。 

・それぞれの目標についてはおおむね達成されている。今後は、ブタにワクチンを接種

して、感染防御試験を行うことにより、その有効性についてより詳細に検証する必要

があると思われる。 

・栽培サイクル30日間の場合の年間ワクチン生産量（表６）が極端に小さくなる原因が

理解できない。 

・研究段階としてはワクチンの有効性と安全性に一定の目処を立てたといえるであろう。

生産技術開発では目標値を上回る成果が得られている。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・準備は十分に整っており、事業化は十分可能と考えられる。 

・平成27年度までの事業化の目標が示されている。 

・海外のブタの主要生産国での動向を十分に把握して事業化戦略を検討する必要がある。 

・経口投与型植物ワクチンの連続的な開発，事業化につながることが期待される。 

・事業化パートナーを早急に選定することが求められる。 

・浮腫病ワクチンがないことと国内外のブタの生産頭数が多いことから、大きな市場が

想定されるが、その対応する生産を想定しているのか不明。 

・今後の事業化に向けては、レタスからのワクチン原薬の製造方法、ワクチンの投与方

法、用量などを詳細に検討する必要があると思われる。 

・品質管理と生産恒常性の担保がないと実用化は難しい。規制・審査当局と事前相談し

ながら進める必要あり。 
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⑤ ３－５（医・農・工融合によるヒトチオレドキシン I 産生レタスの生産技術の開発 

【成果に対する評価】 

・レタスを用いて次の研究を平行して行っている。１．バイオマス量の増加、２．光条

件の最適化、３．hTRX1遺伝子導入植物の作成、４．機能評価。それぞれは、目標を

達成して一定の評価ができるが、全体としての統一に欠ける点は大きなマイナスであ

る。 

・栽培システムおよび栽培環境の最適化に際しては，研究開発課題「３－４レタスによ

るワクチン成分生産技術開発」との成果の共有によりさらなる相乗効果が期待される。 

・概ね目標水準の物質生産等を達成したことは、高く評価できる。 

・レタス生育の促進に関して達成度が80%であるが、20%の促進を達成しており、達成度

について問題はないと考える。 

・概日リズム明暗周期の最適化が行われている。 

・目標自体はほぼ達成されている。 

・生産技術開発では確実な成果が得られている。機能面の検証が弱い印象を受ける。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・現時点で使えるデータはレタスがあるレベルのhTRX1タンパク質を作成するというだ

けであり、事業化が可能かどうかは今後の研究が必要である。 

・hTRX1産生レタスを医療用野菜として食べさせるのは、成分の安定性や収穫後の务化、

摂食量を一定にする必要があるなどにより、薬事法で求められる用量・用法の管理が

難しく何らかの工夫が必要。 

・組み換え大腸菌においてもチオレドキシンの生産は可能ということなので、今後の事

業化を進めるに際しては、組み換え大腸菌で生産するのに比べて、レタスの葉で生産

することにどのような利点があるのかを詳細に検討するべきだろう。チオレドキシン

が薬効を有するとされれば医薬品としての利用となり、有効成分をレタス葉から効率

よく抽出する技術の開発も必要になるが、そのコストなども検討時に考慮する必要が

ある。機能性たんぱく質を含有する組み換えレタスとして販売するのであれば、保管、

管理や流通において、他の食用野菜との混同を防ぐハンドリングを検討する必要があ

るだろう。 

・抽出物を利用する方が事業化しやすいと思われる。 

・早急に、最終商品の明確化と事業化パートナーの選定が求められる。 

・食品、化粧化剤、医薬と多方面の事業化を想定しているが、分野を絞るべき。 

・事業化の時期，計画が明確には示されていない。 
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⑥ ４－１（高機能性物質生産イチゴに関する技術開発 

【成果に対する評価】 

・本課題では、アディポネクチン、ラクトアルブミン、ムチンの高生産イチゴとその栽

培技術の確立を目指し、アディポネクチンの高生産イチゴの作成と栽培技術の開発に

成功している。この点は評価される。ただ、糖の多いイチゴでのアディポネクチンの

高産生はミスマッチの感がある。他のタンパクの高生産植物の樹立が重要であると考

える。 

・栽培システムおよび栽培環境の最適化に際しては，高機能性物質の生産・蓄積量を向

上させるための最適化が，光質，多段化，気流設計，気温均一化などの多面的な観点

から実施されている。 

・システム内の環境シミュレーション技術，省エネ型の排水処理システムなど，完全閉

鎖型栽培システムに関する基盤技術となる多くの成果を得ている。 

・概ね目標どおりに高機能性物質の発現等を達成している点は高く評価できる。 

・目的物質の高発現技術と、栽培条件の確立、また植物工場の排水処理システムまで多

様な生産技術開発に成果があった。 

・花托高発現プロモーターの開発について、35Sプロモーターと同程度と報告されてい

て達成度100%となっているが、適正な評価か。なお、組織特異性の高いプロモーター

が単離されたとのことであり、仮に発現量が35Sプロモーターと同等でも他にメリッ

トがあれば十分な成果といえるので、成果の記載を工夫されたらいかがか。 

・一部達成度が90％のものもあるが、イチゴの開発、栽培条件の検討、栽培システムの

開発はほぼ成果を挙げられた。ただし、ロタウイルス感染による下痢は非組み換えイ

チゴの投与でも改善しており、アディポネクチン、αラクトアルブミンなどのたんぱ

く質自体の機能性の証明は十分ではないと思われる。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・アディポネクチン含有製品の健康機能性食品としての認可も含めて、事業化にはまだ

いくつかの壁があると考えられる。 

・食品の場合、その機能性を臨床試験などで証明するのは簡単ではない。今後の事業化

を検討するに際しては、生理活性物質としての機能が既に明らかである物質（医薬品

の原薬や、4-3のミラクリンのような味覚に変化を与える物質）をイチゴで組み換え

生産して、組み換えイチゴの生産系により活性を有したたんぱく質を、他の宿主を用

いるよりも効率よく生産できることを確認する取り組みも行われていることを理解

した。 

・2016年での商業生産を目指して，健康機能性食品の市場調査も含めた事業化の計画が

示されている。 



215 

 

・本研究課題で確立された栽培システムに関する基盤技術の波及効果も期待される。 

・本組換えイチゴが機能性食品として認可されるかについて検討されたい。 

・何を発現させるか、が事業化に向けた大きなポイントとなると考えられる。今回の生

理機能は食品分野では謳えないであろう。 

・早急に、最終商品の明確化と事業化パートナーの選定が求められる。 
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⑦ ４－２（組換えレンギョウ等による高機能性成分生産及び閉鎖系での栽培システム構築

の開発 

【成果に対する評価】 

・レンギョウ培養細胞を用いて、遺伝子組換えによりセサミンの合成に成功した点は評

価される。しかし、最終的にこの遺伝子を組み換えたレンギョウが作出できなかった

点は、成果として不十分であったと考える。 

・閉鎖型植物工場での挿し木繁殖が可能な多年生木本植物の高効率栽培を可能にしてい

る。 

・新規に開発された「防根給水ひも」の説明が不足している。 

・青色光による高機能成分の生産促進効果を明らかにしている。 

・レンギョウ形質転換法の開発など、高く評価できる。 

・組換え体による異種リグナンの生産が可能になったことと、セサミンの生産量も1mg/g

とごまの含有量より向上したことは重要な成果と考えられる。 

・組換えレンギョウの作出効率は十分ではなく、自己評価の達成度85%は妥当と思われ

る。 

・「外来遺伝子切断因子」を想定しているが、外来遺伝子が途中で切断されることは時々

起こることでもある。もう尐しレンギョウの組換え体作出効率が向上しなければ判断

しがたいものではないか。 

・ゴマグリナン産生能を持つ組み換え体の作成は成功したが、効率面に課題がある。レ

ンギョウの葉の生産効率の改善は成果を得た。 

・当初の計画と比較すると達成されたとは言いがたい成果である。達成度評価も甘いの

ではないか。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・遺伝子組換えによるレンギョウでのセサミンの合成が可能であることが明らかになっ

たが、組換えレンギョウができて初めて、事業化が可能になると考えられる。 

・セサミンの活性前駆体を産生する植物に代謝酵素の遺伝子を導入してセサミンを産生

させるのは戦略として分かりやすい。ただし、セサミン生産の事業化を進めるに当た

っては、植物の組み換え体を作成する必要があるのか、組換え培養細胞での生産の可

能性についても検討していることを理解した。 

・セサミン等の抽出・生成技術も確立しているとのことであり、将来的な事業化は問題

ないと思われる。 

・本研究で得られた貴重な成果を生かして，事業化への今後の対応策を検討すべきであ

る。 
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・レンギョウのような多年生木本植物に存在する外来因子（導入遺伝子）に対する防御

機構によって導入遺伝子が期待通りに機能しない可能性があり，事業化への目途が十

分に立っていない。 

・本事業では何万トンのゴマに相当するセサミンを抽出しようとしているのか不明。 

・事業化への道は遠い。レンギョウで発現できたゴマリグナンの評価をどのように検証

するのかといった視点の計画がない。 

・何をどう事業化していくのか、早急に明確化すべきである。 
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⑧ ４－３（組換えトマトを利用したミラクリン製造の基盤技術開発 

【成果に対する評価】 

・本課題では、ミラクリン高効率かつ安定的に発現する技術、小型化技術、栽培技術、

甘み評価法、プロモーター、精製技術の開発・改良を行い、いずれもほぼ目標を達成

していることは、高く評価される。 

・他の研究開発課題のグループ（千葉大学）とも連携して，閉鎖型植物工場での小型組

み換えトマトの高効率生産のための品種開発および栽培システムと栽培環境の最適

化などが行われている。 

・目的物質の発現量増加、ライフサイクル短縮、単位面積収量の増大など多面的なアプ

ローチにより成果を得たことは、他の物質の製造ツールとしてのトマトを考える上で

も今後の波及効果面からも意義がある。 

・高効率生産に有効な自動受粉装置を開発している。 

・高ミラクリントマトの作出、規制対応業務の推進など高く評価できる。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・実用化系統として、植物工場用として56BとMicro-Tomとの交配種を作成しcross#2を

選抜したが、事業化の見通しで「5B系統」を食品として利用するとなっている。この

場合、cross#2はどのような扱いなるのか。 

・ミラクリンの甘味誘導活性の測定法開発およびミラクリンを高発現するプロモーター

の開発は一部課題が残ったが、残りはほぼ達成した。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・蓄積量、栽培技術、食品安全委員会審査に必要なデータの蓄積など、事業化の見通し

は十分にあると考える。 

・事業化のための特許も取得済みであり，厚労省など認可申請に必要なデータ収集も進

められ，5年後の事業化を目指した取り組みが進行している。 

・事業化については、ミラクリンにどのくらいの評価がなされるかによると思うが、国

産の遺伝子組換え野菜としての実用化を期待したい。 

・微生物などでは生産できず、トマトで唯一安定的に生産できる可能性があるたんぱく

質ということなので、組み換え技術を利用する必然性が理解しやすい。食品安全委員

会への手続きの準備も進めており、事業化が期待される。 

・既に厚生労働省とも相談を行っており、実用化に向けた確実なステップを進めている

と思われる。 

・早急に、最終商品の明確化と事業化パートナーの選定が求められる。 
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⑨ ４－４（有用成分を高効率・高生産する組換え植物作出技術の研究開発 

【成果に対する評価】 

・放線菌と植物由来のプレニルトランスフェラーゼ遺伝子の植物への導入により様々な

プレニル化化合物を得て、これらをもとに代謝をデザイン化するとある。遺伝子導入

による、異なる化合物の産生は確認できた点は評価できるが、それをデザイン化する

には到っていない。したがって、成果としては、まだ道半ばであり、今後に期待した

い。 

・計画された目標に対してはそこそこの成果が得られているが、まだ基礎研究領域であ

り実用化を意識した場合、本目標と成果が果たして妥当であったかどうか疑問である。

基礎研究としては多くの成果が得られている。 

・一部、生産性などの面で目標未達があったが、複数のプレニルトランスフェラーゼ遺

伝子を取得でき、それらの酵素によって合成される化合物についてインビトロでの機

能評価も行えた。 

・生産性・効率性を向上させるための研究を進展させる必要がある。 

・水耕液から生産物を回収する方策の具体的説明が不足している。 

・プレニル化酵素遺伝子発現局在の工夫など高く評価できる。 

・最終目標にあるドゥルパニンの高生産する組換え植物の選抜についての結果はどのよ

うになったのか。 

・トマトで3'-プレニルナリンゲニンを生産などの成果があるので、達成度75%より高く

評価できると思われる。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・研究が十分にフォーカスされておらず、事業化への道は遠いと考える。 

・事業化にむけた今後の見通しが十分に説明されていない。 

・プレニル化化合物生産のための代謝工学が期待されることは理解できるが、事業化へ

の見通しについて記載がなく評価できない。 

・安全性のデータの取得を進めており、機能性食品素材などとして事業化につなげるこ

とが期待される。 

・まだ基礎研究段階であり、解決すべき課題が多く、時間も必要と考えられる。 

・事業化パートナーとの連携は高く評価できる。 
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⑩ ５－１（閉鎖型植物生産施設に適した有用物質生産基盤技術の研究開発 

【成果に対する評価】 

・本課題では、閉鎖型栽培施設に適した形質を有する基盤植物の開発と植物型糖鎖修飾

抑制の２つのテーマから成る。前者では、タバコ、イネの矮化植物、セリバオウレン

の地上部の小さい植物などが開発されている。後者では、７０％の糖鎖修飾の抑制が

達成されている。その意味では目標は達成されており、一定の評価はできる。 

・閉鎖型植物工場に適した形質（矮化，葉数増，栽培サイクル短縮，根茎増大，大型葉）

を有する基盤植物の開発に成功している。 

・矮性のタバコ・イネ作成などの目標を達成した点は高く評価できる。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・目標に対して達成度は十分だった。 

・複数の植物体での目標の達成、さらに糖鎖の制御の面からも目標が達成されている。

幅広く応用可能な成果であり高く評価できる。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・５では汎用的な技術開発を求めている。しかし、今回の結果は、汎用技術として通用

するところまでの解析はなされておらず、事業化等に向けてはまだ道のりが遠い。 

・開発された基盤技術，基盤植物体の特許出願を進めており，事業化する民間企業（製

薬企業等）からのライセンス収入を得る可能性がある。 

・抗体医薬、たんぱく質性医薬の生産において、取り扱いが難しく収率の向上にも限界

のある動物細胞に代わる宿主が求められている。医薬品製造では、実績がある宿主が

使われるので、産学官の連携で医薬品生産用の宿主の候補を絞り込むような取り組み

も必要ではないか。 

・特許等件数も本研究期間で６件あり、プロジェクトの趣旨から評価できる。企業等へ

のライセンスと積極的な広報について検討を期待する。 

・本技術を基盤として、良いパートナーを見出し、また目的物質を適切に選べば事業化

が早いのではないか。 

・具体的な利用の推進を期待する。 
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⑪ ５－２（植物型糖鎖修飾を抑制した植物作出技術開発 

【成果に対する評価】 

・提案ではO-結合型糖鎖修飾を抑制した植物の作成技術とあるが、種子では糖鎖がつき

にくいという発見は評価されるが、本来の目的が達成されたとは言い難い。 

・種子における糖鎖付加の抑制が，植物種を超えて認められることを明らかにしている。 

・糖鎖付加モチーフを持つ有用たんぱく質4種をタバコで発現させることができなかっ

たために，糖鎖付加の解析が出来なかったことへの対応策の説明が不足している。 

・糖鎖付加抑制技術の開発など、高く評価できる。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・目標については十分達成された。 

・植物型の糖鎖がどの程度あれば動物に有害であるのか、この点について何らかの知見

がありそれを基に目標が設定されることが理想ではないか。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・セリン残基にO-結合型でαガラクトースを転移する酵素の発見は興味深いが、それだ

けでは当初の目的に沿った事業化の道は遠い。 

・開発された基盤技術の適用範囲の広い特許の出願および特許侵害を発見する技術の開

発を着実に進めており，事業化する企業（製薬企業等）からのライセンス収入を得る

可能性がある。 

・植物特有の糖鎖が動物に対して抗原性を示すほか、抗体医薬などのたんぱく質性医薬

品においては糖鎖を制御することで血中動態を変えることもできるため、たんぱく質

医薬品のプラットフォーム技術としても有用である。 

・植物型糖鎖の影響の有無が「仮説」の範囲である限り、基礎研究段階としての糖鎖制

御研究に終わってしまうのではないか。酵母の事例なども参考にして糖鎖の意義の知

見が得られないか？ 

・具体的な利用の推進を期待する。 
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⑫ ５－３（ウイルスベクターを用いた高効率発現システムの開発 

【成果に対する評価】 

・３つの課題のうち、デュアルシステムの開発については成功していて評価できるが、

植物中でのCMBの増加した組換え個体の作出、非拡散基盤植物の作出については現在

進行中であり、一定の評価はできるが高い評価を与えることはできない。 

・遺伝子組み換え植物での生産性を飛躍的に上げるポテンシャルを有するウイルスベク

ター法による検討そのものが有意義であり、成果が得られたことは評価に値する。達

成度をシビアに自己評価しているが、計画のレベルと着眼点が優れているため、相当

の成果ありと判断できるのではないか。 

・非拡散システムについては、当初予定していた2b遺伝子を用いた系まで達してなくて

も、3a遺伝子を用いたシステムで十分な成果といえることから、より高い達成度とし

てよいと思われる。 

・高効率生産に必須の基盤技術として，デュアルシステム，相乗効果システム，非拡散

システムをほぼ確立している。 

・デュアルシステムによる高生産の達成など高く評価できる。 

・CMVの3a遺伝子を利用した非拡散システムはユニークな系であり高く評価できる。 

・目標に対して、相乗効果システム、非拡散システムの研究開発は一部課題が残ったが

おおむね達成できた。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・本課題は、特許ライセンス事業が想定されるが、現時点ではまだ特許出願には不十分

である。 

・高発現ベクターの開発は、組み換えたんぱく質製造の基盤技術の1つである。複数の

ベクターを組み合わせた遺伝子発現制御システムは、さまざまな研究分野においても

応用の可能性がある。また、導入した遺伝子が環境中に拡散するのを防止ででるシス

テムは、国民に信頼感を与え、遺伝子組み換え技術の普及にむしろ貢献する可能性が

ある。 

・平成29～30年度での企業の事業化を想定して，特許の出願を着実に進めており，ライ

センス収入を得る可能性がある。 

・「どこ」と「何」を作るかによるが、この技術自体が基盤技術となり広く活用される

ポテンシャルを有すると考える。 

・具体的な利用の推進を期待する。 
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⑬ ５－４（高効率物質生産に寄与する多重遺伝子発現と転写翻訳系改変に関する研究開発 

【成果に対する評価】 

・高効率物質生産に資する多重遺伝子発現系と転写翻訳系の改変を目指し、それに成功

した点は評価できる。ただ、６種レポーター遺伝子の発現についての解析は今回間に

合っていない。 

・多重遺伝子発現のモニタリング技術など，遺伝子組み換え植物による高効率物質生産

に寄与する重要な基盤技術をほぼ確立している。 

・新規介在配列の効果確認など高く評価できる。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・目標はほぼ達成できている。 

・遺伝子組み換え技術における適切な評価系を構築することは、技術の加速化に必須で

ある。この点において成果が得られた意義は大きい。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・これまでの成果と今回の研究による成果の明確な線引きが書かれていないせいもある

が、事業化に十分な研究成果の蓄積はないと感じられる。 

・遺伝子組み換え植物を利用した物質生産の全ての事業化に寄与する重要な基盤技術で

あり，特許申請など着実に進める必要がある。 

・導入遺伝子発現効率の評価系の構築については、植物を利用したさまざまな研究領域

への応用が可能である。特許出願を通じた技術の普及を検討する必要がある。 

・特許・論文等件数が示されてないが、成果の特許化はどのようになっているのか不明。 

・本基盤技術をどのように活用して、ユニバーサルなものに磨き上げていくかが、今後、

問われると思われる。 

・具体的な利用の推進を期待する。 
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⑭ ６（植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発に関する総合調査研究 

【成果に対する評価】 

・本事業で開発中の目的物質の市場価値等について明らかにしておくことは、本事業の

目的や重要性を示すためにも必要と思われる。 

・国内外の研究開発状況がおおむね整理されて理解できた。おおむねの目標は達成でき

たと思われる。 

・PMP研究開発動向の調査など、目標を達成しているといえる。ライバルとなる、動物

細胞や微生物による生産系に関する動向調査も必要ではないか。 

・資料収集としては重要であったと考える。 

・当初設定された目標が達成されており、研究の達成度に問題はないと考える。 

・報告からのみ判断すると、目標とした事項に関して明確な成果が見出せず、総花的な

印象が否めない。 

 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・各技術開発課題の成果の事業化までには，ある程度の期間が必要であり，その間の競

争国での動向，競争力の変化，市場の情勢変化等を十分に把握しながら，事業化の戦

略の柔軟な見直しを継続する必要がある。 

・植物を利用した医薬品原料の生産で、欧米企業が先行しているのは事実である。欧米

企業とは異なる戦略で事業化を進めるべきだろう。 

・医薬品、健康食品、動物用医薬品など、各分野で事業化に向けた技術的課題は何であ

り、調査した事項のどのような部分が参考になるのか、あるいはそのための道筋をど

うするかを考える事例を見出す、きちんとした調査をしないと、プロジェクト全体の

将来像に資する活動とはならない。実際のところはどうだったのか？ 

・事業化にはなじまない。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 評点法による評点結果 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発／植物利用高付加価値物質製

造基盤技術開発」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価

検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」

のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 
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