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第１期 NBRPの業績評価においては最高ランクの評価

を得ることができ、引き続き平成 19年度から開始され

た第 2期 NBRPにおいても中核機関としての責務を果

たしている。また当室はリソース事業の先導性及び継続

性を高めることを目的として、植物培養細胞の超低温保

存技術などリソース関連技術の開発を進め、開発した技

術は平成 16年度より開始した技術研修事業により研究

コミュニティに普及を図っている。更に平成 19年度か

らは NBRPの支援により遺伝子材料の長期保存技術の

開発にも着手している。以上のように、当室は収集・保

存・提供と技術開発、及び技術研修の 3事業を一体的に

推進することにより、研究コミュニティと連携して食料、

環境、物質生産などの課題解決に貢献することを目ざし

ている。

　地球温暖化による異常気象の頻発、途上国の経済成長

による消費の増大、及びバイオ燃料の生産拡大など、世

界の食料需給のバランスを大きくゆるがす現象が地球規

模で急速に進行している。食料自給率が極端に低い我が

国は、植物研究を強力に推進し植物の生産力を飛躍的に

高める技術を開発することにより、需給バランスを緩和

する必要がある。そこで植物研究の支援を目的とした

リソース事業を展開することを目的として、平成 13年

に当室は設立された。そして翌平成 14年に当室は第１

期ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）の

中核機関に選定され、代表的なモデル実験植物として

世界中で使用されているシロイヌナズナ（Arabidopsis 

thaliana）を中心としたモデル植物の個体・遺伝子・細

胞リソースについて、信頼性、国際性、多様性に重点を

おきつつ収集・保存・提供事業を進めてきた。その結果、

Masatomo KOBAYASHI, Ph.D.
室長　小林　正智（農博）

Experimental Plant Division
実験植物開発室

事業内容

職員とメンバー構成

 1. 植物材料の収集・保存・提供

　（1）植物種子の収集・保存・提供

　（2）植物遺伝子の収集・保存・提供

　（3）植物培養細胞の収集・保存・提供

2. 開発事業

　（1）植物培養細胞株 ･遺伝子リソースの保存技術の開

発

　（2）作物研究に貢献する先導的リソース・技術の開発

　（3）シロイヌナズナ野生株 ･近縁種・遺伝子破壊株の

特性解析

3. 技術研修

　（1）シロイヌナズナ T87細胞の維持及び形質転換に

関わる技術研修

　（2）タバコ BY-2細胞の超低温保存に関わる技術研修

　（3）シロイヌナズナの取り扱いに関する基礎技術の研

修

室長 小林　正智（平成 13年 4月～）

客員主幹研究員 後藤　伸治（平成 16年 8月～）

専任研究員 安部　洋（平成 14年 2月～） 井内　聖（平成 14年 3月～）

 小林　俊弘（平成 14年 10月～）

訪問研究員 小林　佑理子（平成 20年 4月～）

テクニカルスタッフ 石山　賀奈子（平成 13年 4月～） 佐々木　一誠（平成 13年 4月～）

 内田　智子（平成 13年 4月～） 蔀　有里（平成 20年 4月～）

アシスタント 太田　しおり（平成 13年 6月～） 津田　紀枝（平成 19年 4月～ 11月）

業務委託 川村　節子（平成 13年 4月～） 菅原　真由美（平成 13年 10月～）
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 森　　文江（平成 15年 3月～） 井内　敦子（平成 15年 4月～）

 中山　寿子（平成 17年 6月～平成 19年 1月）

 阿相　幸恵（平成 17年 11月～） 村杉　篤子（平成 19年 4月～）

 一色　万里子（平成 19年 7月～平成 20年 2月） 

 山本　亜紀（平成 20年 2月～）

年次計画と成果

1. 植物材料の収集・保存・提供事業

　文部科学省が実施するナショナルバイオリソースプロ

ジェクト（NBRP）の一環として、モデル植物シロイヌ

ナズナの種子、及びシロイヌナズナを中心としたモデル

植物の培養細胞・遺伝子の収集・保存・提供を行っている。

本事業により平成 14年 4月から平成 20年 3月までの 6

年間に約 540,000系統のリソースを国内の諸機関より収

集し、これらを検査、増殖、保存したうえで約27,000個（の

べ約 250,000系統に相当）を内外の研究機関に提供した。

平成 20年 4月現在、当室のユーザーは世界 40ヶ国、1,500

以上の研究室に及んでおり、名実ともにアジアの拠点と

して活動している。また特にゲノムリソースを提供する

際には系統情報に基づいた検査を行ない正確なリソース

を提供するよう努めており、リソースの信頼性に対して

利用者から高い評価を受けている。

（1）植物種子の収集・保存・提供

　シロイヌナズナ野生株及び変異体の種子を収集、保存、

提供している。中核的なリソースのシロイヌナズナトラ

ンスポゾンタグライン約 16,000系統は理研ゲノム科学

総合研究センター（GSC）で開発されたトランスポゾン

の挿入位置が解析済みのリソースであり、遺伝子破壊株

として内外の研究者に広く使用されている。本リソース

については提供前に挿入位置の再確認を行ないリソース

の信頼性を確保するとともに、研究コミュニティからの

要望が強いホモ化された系統の整備を進めており、平

成 20年 6月までに約 1,800系統についてホモ種子のス

トックを整備した。また表現型スクリーニングに適した

リソースとして理研筑波研究所及び理研 GSCで作製し

たアクティベーションタグライン約 32,000系統の増殖・

保存を完了し研究者に提供している。更に平成 18年度

からは理研植物科学研究センター（PSC）よりシロイヌ

ナズナ Full-length cDNA Over-eXpressing （FOX）ライン

安部、稲葉、木皿、吉田、根本、内田、阿相、川村、井内 ( 敦 )、佐々木

北林、高橋、小林 ( 佑 )、村杉、森、石山、山本、、赤石

井内 ( 聖 )、菅原、小林 ( 正 )、太田、小林 ( 俊 )
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が順次寄託されており、提供に向けて種子の増殖を進め

ている。加えて The Sendai Arabidopsis Seed Stock Center 

（SASSC）から寄託された野生株等種子約 350系統を含

むリソースの保存・提供を行っている。特に野生株につ

いては後述するように特性解析により付加価値の向上を

図りつつデータベースの大幅更新を進めている。

（2）植物遺伝子の収集・保存・提供

　平成 20年 3月現在、理研 GSCから寄託されたシロイ

ヌナズナ完全長 cDNA（RAFL clone）約 240,000系統、

基礎生物学研究所から寄託されたヒメツリガネゴケ（コ

ケのモデル）完全長 cDNA約 46,000系統、森林総研か

ら寄託されたポプラ（樹木のモデル）完全長 cDNA約

4,500系統、理研植物科学研究センター（PSC）から寄

託されたタバコ BY-2培養細胞（世界標準の培養細胞）

由来 EST約 9,600系統及びキャッサバ完全長 cDNA約

19,000系統、そしてジーンバンク事業で収集した植物

遺伝子約 300系統について提供を行っている。中でも

RAFL cloneは世界標準のリソースとして認知され、国

内外の研究機関に提供し多くの成果が論文として発表

されている。ヒメツリガネゴケ、ポプラ、タバコにつ

いては平成 19年度に追加の寄託を受けており、提供に

向けた準備を進めている。また平成 18年度及び 19年

度の NBRPゲノム解析プログラムにより全長が明らか

となった alternative splicing関連シロイヌナズナ完全長

cDNA1,800クローン及び新たなシロイヌナズナ関連リ

ソースとしての Thellungiella halophila完全長 cDNA1250

クローンについても提供を準備している。これらのリ

ソースの情報は HPで公開しているカタログデータベー

スから提供するとともに、平成 19年度に情報解析技

術室の協力のもと作成・公開された SABRE (Systematic 

consolidation of Arabidopsis and other Botanical REsource)

を 介 し て TAIR（The Arabidopsis Information Resource）

が収集したシロイヌナズナのゲノム情報を参照すること

により遺伝子機能に関わる情報も入手できる。

（3）植物培養細胞の収集・保存・提供

　モデル植物の培養細胞 51株を保存し、このうち 35株

の提供を国内向けに行なっている。中でもシロイヌナズ

ナ T87細胞株は最もよく使われているシロイヌナズナ

の細胞株であり、将来は国外への発送も視野に入れて準

備を進めている。またタバコ BY-2細胞株は植物の HeLa

細胞として世界的な知名度を持つ株である。このほかイ

ネやミヤコグサなど代表的なモデル植物の細胞株、更に

は形質転換株が揃いつつあり、利用の拡大を図っている。

2. 開発事業

　当室ではリソース事業の促進を目的として、リソース

関連技術の開発を行っている。事業の推進にあたっては、

共同研究や連携研究等により理研内外の機関と適宜連携

しつつ、以下の課題について推進している。

（1）植物培養細胞株 ･遺伝子リソースの保存技術の開

発

　植物培養細胞を長期間安定して保存するために超低温

保存技術の開発を進めている。平成 19年度末までにタ

バコ BY-2細胞株及びシロイヌナズナ T87細胞株につい

て至適条件の絞り込みが終了し、組換え培養細胞の保存

に適用すべく準備を進めている。なおタバコ BY-2細胞

の超低温保存技術について報告した原著論文に対し、平

成 18年 8月に日本植物細胞分子生物学会より論文賞が

授与されている。また増え続ける遺伝子リソースの保

存に必要なコスト及び手間を大幅に削減するべく、平

成 19年度より遺伝子材料開発室と連携して NBRP基盤

技術プログラム「遺伝子資源の長期保存に関する基盤整

備技術の開発」の課題を実施しており、成果を事業に適

用するとともに研究コミュニティにも紹介する予定であ

る。

（2）作物研究に貢献する先導的リソース・技術の開発

　シロイヌナズナ研究で生み出されたリソース、情報、

技術を作物研究に活用するための技術開発を行なってい

る。平成 18年度は岡山県生物科学研究所との共同研究

でアブラナ科の作物、ハクサイの遺伝子リソースの整備

を行なうとともに、成果をもとにストレス応答診断アレ

イを試作し学術誌に発表した（文献リスト 6）。更に平

成 19年度には虫害応答に関わるシグナル伝達系の解析

をシロイヌナズナ及びハクサイで行ない、成果の一部を

学術誌に発表した（文献リスト 13）。岐阜大学とは土壌

ストレスに関わる試験的な共同研究を行い、シロイヌナ

ズナにおける酸・アルミニウム耐性の鍵因子 STOP1を

世界に先がけて明らかにした（文献リスト 8）。引き続

き基礎研究と応用研究を橋渡しし、ゲノムリソース・情

報が活用される環境の整備に貢献してゆく。

（3）シロイヌナズナ野生株 ･近縁種・遺伝子破壊株の

特性解析

　平成 16年度よりシロイヌナズナ野生株の系統解析と

特性解析を進めた結果、平成 18年度には BRCに保存

されている全てのシロイヌナズナ野生株について SSR

マーカーによる系統管理が可能になった。また特性解析

では、様々なストレスに対する野生株の応答について解
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析を行なっている。以上の成果を踏まえ、平成 19年度

からは野生株・近縁種に加えホモ化したトランスポゾン

タグライン（遺伝子破壊株）の特性解析を開始し、保有

するリソースの高付加価値化を目指している。

3. 技術研修
　平成 16年度より開始された研修事業では、植物培養

細胞の利用促進を目的として、研究者及び大学院生、学

部学生を対象に講習とリソースを使用しての実技指導を

行なっている。平成 18年度は合計 9名の研修生を迎え

て植物培養細胞の取扱い等基礎技術の研修、及び形質転

換や超低温保存に関する高度な技術研修を行った。また

平成 19年度はシロイヌナズナの取り扱い技術を加えた

3課題について実施し、合計 13名が参加した。

タバコ BY-2 細胞

（世界で最も有名な植物培養細胞）

シロイヌナズナ T87 細胞

（モデル植物シロイヌナズナの培養細胞）

世界的に有名な植物培養細胞、BY-2 と T87

我が国で開発されたタバコ BY-2 細胞は世界で最も有名な植物培養細胞である。遺伝子の機能解明などの研究に広く使われている。またフランス生まれ

のシロイヌナズナ T87 細胞は、我が国の研究者が発表した論文により世界に知られるようになった。今後基礎研究にとどまらず医薬品の生産など産業

用途にも植物細胞の活用が期待される。

理研 BRC が保存するシロイヌナズナの野生株・近縁種

実験植物開発室では 400 を越えるシロイヌナズナの野生株と近縁種を保存している。様々な環境に適応した野生株は、ストレス応答などの研究に有用

なリソースである。 
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小林 正智： “シロイヌナズナの全遺伝子機能解明に

貢献するリソース ”, 第 47回日本植物生理学会年会 , 

つくば , 3月 (2006).

井内 聖 , 小林 正智： “シロイヌナズナ野生株利用の
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小林 正智： “シロイヌナズナを用いた微小昆虫アザ
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(2006).
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香取 拓 , 太治 輝昭 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋一 , 
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彦 , 小林 正智 , 和田 正三 , 清末 知宏： “シロイヌナ
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物学会第 70回大会 , 熊本 , 9月 (2006).

小林 正智 , 後藤 伸治 , 井内 聖 , 安部 洋 , 小林 俊弘： 

“ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）

によるシロイヌナズナ野生株の整備 ”, 日本植物学

会第 70回大会 , 熊本 , 9月 (2006).

鳴坂 義弘 , 鳴坂 真理 , 安部 洋 , 小林 正智： “アブラ

ナ科植物ハクサイ・シロイヌナズナ間における病害

ストレス応答遺伝子の比較ゲノムおよび機能ゲノム
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月 (2006).

小林 正智： “植物辞典の創成を目指して：世界の研
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クトシンポジウム , つくば , 9月 (2006).
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の同定およびその発現解析 ”, 植物化学調節学会第

41回大会 , 大阪 , 10月 (2006).

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘： “第 2期ナ

ショナルバイオリソース事業（NBRP）におけるシ

ロイヌナズナリソース事業について ”, 第 48回日本

植物生理学会年会 , 松山 , 3月 (2007).

鳴坂 真理 , 安部 洋 , 小林 正智 , 保浦 徳昇 , 鳴坂 義

弘： “アブラナ科植物ハクサイ―シロイヌナズナ

間における病原糸状菌に対する応答遺伝子の比較ゲ

ノム解析 ”, 第 48回日本植物生理学会年会 , 松山 , 3

月 (2007).

鳴坂 義弘 , 鳴坂 真理 , 安部 洋 , 平塚 和之 , 小林 正

智： “Plant activatorの創薬に向けたハイスループッ

トスクリーニングシステムの開発 ”, 第 48回日本植

物生理学会年会 , 松山 , 3月 (2007).

井内 聖 , 鈴木 浩之 , Kim Young-Cheon, 井内 敦子 , 

黒森 崇 , 上口 美弥子 , 浅見 忠男 , 山口 五十麿 , 松岡 

信 , 中嶋 正敏 , 小林 正智： “シロイヌナズナ GA受

容体遺伝子（AtGID1s）破壊系統の解析 ”, 第 48回

日本植物生理学会年会 , 松山 , 3月 (2007).

安部 洋 , 大西 純 , 鳴坂 真理 , 瀬尾 茂美 , 鳴坂 義弘 , 

津田 新哉 , 小林 正智： “微小昆虫アザミウマの食害

に対するシロイヌナズナの応答機構に関する解析 ”, 

第 48回日本植物生理学会年会 , 松山 , 3月 (2007).

水越 愛 , 太治 輝昭 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋一 , 

田中 重雄： “耐塩性 Arabidopsis thaliana L1-1の耐

塩性に寄与する遺伝子のマッピング ”, 第 48回日本

植物生理学会年会 , 松山 , 3月 (2007).

星安 紗希 , 太治 輝昭 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋

一 , 田中 重雄： “耐塩性 Arabidopsis thaliana Zu-0に

見られる幼植物時と発芽時における耐塩性の逆相関

に関する研究 ”,  第 48回日本植物生理学会年会 ,  松

山 , 3月 (2007)．

香取 拓 , 太治 輝昭 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋一 , 

田中 重雄： “耐塩性 Arabidopsis thaliana Bu-5の塩

馴化能に関する研究 ”,  第 48回日本植物生理学会年

会 ,  松山 ,  3月 (2007)．

鈴木 浩之 , 井内 聖 , 金 永千 , 上口 -田中 美弥子 , 山

口 五十麿 , 松岡 信 , 小林 正智 , 中嶋 正敏 , 浅見 忠

男： “極矮性・ジベレリン非感受性を呈する GA受

容体多重変異株の解析 ”,  日本農芸化学会 2007年度

大会 ,  東京 ,  3月 (2007).

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘： “第 2期

NBRPの発足と理研 BRCから提供する植物リソー

スについて ”,  第 25回日本植物細胞分子生物学会大

会・シンポジウム ,  千葉 ,  8月 (2007)．

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘： “第 2期

NBRCの発足と理研 BRCが実施する事業 ”,  日本植

物学会第 71回大会 ,  野田 ,  9月 (2007)．

杉本 知彦 , 竹内 善信 , 小林 正智 , 廣近 洋彦 , 矢野 

昌裕： “イネ穂発芽耐性 QTL, Sdr4の単離 ”,  日本育

種学会第 112回講演会 ,  鶴岡 ,  9月 (2007)．

鈴木 浩之 , 井内 聖 , 金 永千 , 上口 美弥子 , 山口 

五十麿 , 松岡 信 , 小林 正智 , 中嶋 正敏 , 浅見 忠男： 

“シロイヌナズナにおけるジベレリン受容体遺伝子

多重欠損変異株の解析 ”,  植物化学調節学会第 42回

大会 ,  静岡 ,  10月 (2007)．

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘： “NBRP「シ

ロイヌナズナ /植物培養細胞・遺伝子」：応用研究

への発信をめざして ”,  第 30回日本分子生物学会

年会・第 80回日本生化学会大会 (BMB2007),  横浜 ,  

12月 (2007)．

小倉 康裕 , 高瀬 智敬 , 小松 章宏 , 時岡 洋子 , 安部 

洋 , 小林 正智 , 清末 知宏： “シロイヌナズナ PAS/

LOV PROTEIN遺伝子の遺伝子の解析 ”,  第 30回

日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会 

(BMB2007),  横浜 ,  12月 (2007)．

澤田 有司 , 坂田 あかね , 小林 正智 , 斉藤 和季 , 平井 

優美： “シロイヌナズナに含まれる遊離アミノ酸お

よびアミノ酸由来化合物のエコタイプ間比較 ”, 日
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ム情報を利用したハクサイ cDNAの整備 ”,  第 49回

日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 (2008)．

鳴坂 義弘 , 鳴坂 真理 , 安部 洋 , 畠山 勝徳 , 宇野 久

仁子 , 白石 友紀 , 小林 正智： “シロイヌナズナのゲ

ノム情報からアブラナ科作物の病害応答を診断す

る ”,  第 49回日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 
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安部 洋 , 大西 純 , 鳴坂 真理 , 瀬尾 茂美 , 下田 武志 , 

鳴坂 義弘 , 津田 新哉 , 小林 正智： “微小昆虫アザミ

ウマの食害に対するシロイヌナズナの応答機構 ”,  

第 49回日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 (2008)．

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘 , 天野 晃 , 太

田 聡史 , 深海 薫： “理研 BRCが実施するバイオリ

ソースの情報整備 ”,  第49回日本植物生理学会年会 ,  

札幌 ,  3月 (2008)．

杉本 知彦 , 竹内 善信 , 小林 正智 , 廣近 洋彦 , 宮尾 

安藝雄 , 矢野 昌裕： “ミュータントパネル由来の易

穂発芽系統の解析 ”,  第49回日本植物生理学会年会 ,  
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井内 聖 , 小山 博之 , 井内 敦子 , 小林 安文 , 北林 定

子 , 小林 佑理子 , 一家 崇志 , 平山 隆志 , 篠崎 一雄 , 

小林 正智： “シロイヌナズナのジンクフィンガー

転写因子 STOP1は酸及びアルミニウムストレス耐

性に必須である ”,  第 49回日本植物生理学会年会 ”,  

第 49回日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 (2008)．

香取 拓 , 太治 輝昭 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋一 , 

田中 重雄： “Arabidopsis thaliana accession を用いた

遺伝子の冗長性と相互作用を明らかにする新しい遺

伝学的アプローチ ”,  第49回日本植物生理学会年会 ,  

札幌 ,  3月 (2008)．

鳴坂 真理 , 白須 賢 , 井内 聖 , 宇野 久仁子 , 小林 正

智 , 白石 友紀 , 鳴坂 義弘： “アブラナ科野菜類炭そ

病菌に対するシロイヌナズナ抵抗性遺伝子の同定 ”,  

第 49回日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 (2008)．

阿部 清美 , 刑部 敬史 , 石川 優一 , 田切 明美 , 武弓 

利雄 , 吉岡 照高 , 伊藤 卓也 , 小林 正智 , 篠崎 一雄 , 

市川 裕章 , 土岐 精一： “シロイヌナズナの brca2変

異体において観察される帯化と DNA損傷につい

て ”,  第 49回日本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 

(2008)．

刑部 祐里子 , 田中 秀典 , 水野 真二 , 圓山 恭之進 , 刑
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“ABAシグナル伝達機構における水分ストレス誘導

性受容体型キナーゼ RPK1の機能解析 ”,  第 49回日

本植物生理学会年会 ,  札幌 ,  3月 (2008)．
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