
― 62 ―

わる課題では、情報解析技術室との連携によりシロイヌ

ナズナ野生株の遺伝型・表現型情報をとりこんだデータ

ベースの開発や植物遺伝子の串刺しデータベースの開

発を進めている。更に作物研究への支援をめざす課題で

は、理研外の機関とも連携してシロイヌナズナ研究によ

り蓄積されたリソース、技術、情報を活用した研究戦略

の確立を試みている。なお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。以上のように、当室は収集・保存・提

供、技術開発、及び技術研修の 3 事業を一体的に実施す

ることで植物研究を推進し、環境、食料、資源に代表さ

れる地球規模の問題の解決に貢献することを目ざしてい

る（図 1）。

　当室は植物研究の基盤整備を目的として平成 13 年に

設立された。平成 14 年度からは第 1 期ナショナルバイ

オリソースプロジェクト（NBRP）に加わり、代表的な

実験植物として国際的に注目されていたシロイヌナズナ

（Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.、写真 1）をはじめとし

た個体、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、技術開発事業にも力を注い

できた。リソースの保存技術に関わる課題ではまず植物

培養細胞の超低温保存技術を確立し、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

の開発も進めている。またリソースの付加価値向上に関
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図 1　植物科学への貢献を目指す理研BRCの植物リソース事業

写真 1　シロイヌナズナの標準株（Columbia）
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事業内容

職員とメンバー構成

1. 植物材料の収集・保存・提供事業

　（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. 技術開発事業

　（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. 技術研修事業

　（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
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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。平成 14 年 4 月から平成 21 年 8 月までの 7 年余りで

約 570,000 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 33,000 個（の

べ約 400,000 系統に相当）を内外の研究機関に提供した。

また平成 21 年 8 月現在、当室のユーザーは世界 41 ヶ国、

約 1,700 の研究室に及んでいる。当室では特に事業の信

頼性を重視した運営を心がけており、例えば遺伝子破壊

株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いる。また平成 20

年度からは従来国外用として運用してきた電子オーダー

システムを国内にも適用し、提供業務の迅速性と正確性

の向上を図った。以上のように当室の事業は我が国の植

物リソースの拠点として重要な役割を担っており、特に

提供するリソースの品質に関しては世界最高水準にある

と考えている。

（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 15,000 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

として国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

の要望に基づきトランスポゾンがホモで挿入された系統

の整備を進めており、これまでに約 1,800 系統について

ホモ化した種子のストックを整備した。平成 21 年度も

引き続きホモ化した種子の整備を進めている。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。更に理研植物科学研究センター（PSC）よ

り寄託を受けたシロイヌナズナ Full-length cDNA Over-

eXpressing （FOX）ラインの増殖を進め、平成 21 年 1 月

にはスクリーニング用プールの提供を開始した。

（2）植物遺伝子の収集・保存・提供
　平成 21 年 8 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 クローン、

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 149,000 クローン、森林総

合研究所から寄託されたポプラ（樹木のモデル）完全長

cDNA 約 23,100 クローン、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 クローン及びキャッサ

バ完全長 cDNA 約 20,000 クローン、そしてジーンバン

ク事業で収集した植物遺伝子約 300 クローンについて提

供を行っている。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。ヒメツリガネゴケとポプラ

については平成 20 年度に公開クローンの追加を行った。

更にタバコのクローンについて追加公開の準備を進めて

いる。また 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 cDNA 1,678 クローンについて情報を公開し提供

を開始するとともに、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 cDNA 約 1,200

クローンについても提供準備を進めている。なお新たに

公開したクローンの情報は、カタログとともに SABRE 

(Systematic consolidation of Arabidopsis and other Botanical 

REsource、植物遺伝子の串刺しデータベース ) にも情報

解析技術室の協力を得て追加した。

（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 細胞株は最もよく知られているシロイヌナズナ

の細胞株であることから、運搬、通関等の条件について

検討したうえで平成 21 年 2 月より国外への提供を開始

した。引き続き遺伝子組換え細胞の提供のためのプロト

コル整備を行っている。

2. 開発事業
　当室ではリソース事業の促進を目的として理研内外の

機関と適宜連携しつつ、リソース関連技術の開発を行っ

ている。平成 20-21 年度は以下の課題について推進した。

（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 20 年度は寄託され

た組換え懸濁培養細胞の保存試験を行い、技術が適用可

能であることを確認した。この結果を受け平成 21 年度
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図２　SASSC の個別系統のデータ表示画面

より当該細胞株のバックアップ系統は超低温保存に移す

計画である。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」の課題を実施している。実験植物開発室は超低

温冷凍庫を使用せずに cDNA のバックアップを可能に

する資材及びプロトコルの開発を担当しており、市販の

資材を用いた保存法について改良を施したうえで、信頼

性の検証実験を進めている。

（2）作物研究に貢献する先導的リソース・技術の開発
　作物研究のコミュニティへの情報発信を目ざし、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。本

課題では農業上重要な課題である植物のストレス応答に

焦点を絞り、外部機関との共同研究による効率的な推進

を目指している。平成 20-21 年度は岡山県生物科学研究

所、及び農業生物資源研究所との共同研究により、シロ

イヌナズナに加えアブラナ科のモデル作物であるハクサ

イに関して虫害応答に関わるシグナル伝達系の解析を進

めた。その成果の一部については平成 21 年度に誌上発

表している。また岐阜大学とは土壌ストレスに関わる共

同研究を行い、銅耐性に関わる因子について学術誌に報

告した。

（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

　情報解析技術室の協力のもとで、シロイヌナズナ個体

のカタログに特性情報や写真を掲載するための技術開発

を進めた。平成 20 年度は成果を利用して理研 BRC が保

有するシロイヌナズナ野生株等 SASSC 由来系統のカタ

ログを全面更新し、ほぼ全ての野生株のデータに写真を

追加した（図 2）。平成 21 年度以降、特性情報の追加等

の検討を進めている。

3. 技術研修事業
　平成 16 年度より開始された研修事業では、植物リソー

スの利用促進を目的として、研究者及び大学院生、学部

学生を対象にリソースを使用した実習を行なっている。

平成 20 年度は植物培養細胞及びシロイヌナズナの取扱

い等基礎技術に加え、形質転換や超低温保存等高度な技

術に関わる研修を 3 回開催し、合計 11 名の研修生を迎

えた（写真 2）。平成 21 年度も同様のプログラムを 4 回

実施し、合計 11 名が参加した。

4. 広報・教育活動
　平成 20 年度、21 年度ともに植物生理学会、植物学会、

植物細胞分子生物学会、分子生物学会等各種国内学会及

び International Conference on Arabidopsis Research (ICAR、

20 年度 Montreal、21 年度 Edinburgh で開催 ) において研

究コミュニティを対象とした広報活動を行った。なお

21st ICAR（横浜市で平成 22 年 6 月に開催予定）につい

ては主催者として開催準備を進めている。また一般向け

の広報活動として平成 20 年 9 月より平成 21 年 5 月まで

三菱みなとみらい技術館（横浜市）で開催された「きぼ

う」特別展（来場者約 9 万 4 千人）にてシロイヌナズナ

の実物展示を行った。

　教育活動では岩手県立総合教育研究センターにおける

シロイヌナズナを使用した教材開発に協力するため種子

を提供し、栽培法及び観察方法等に関わる助言を行った。

写真２　植物培養細胞の超低温保存に関わる研修
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M, Yamaguchi-Shinozaki K, "Regulatory gene network 

in drought-induced metabolic change." 5th International 

Conference on Plant Metabolomics (ICPM2008), 

Yokohama Japan, Jul. (2008)

Kobayashi M, Abe H, Iuchi S, Kobayashi T, "Report on 

plant resource projict in RIKEN BRC." 19th International 

Conference on Arabidopsis Research, Montreal Canada, 

Jul. (2008)

Abe H, Onishi J, Narusaka M, Seo S, Shimoda T, 

Kugimiya S, Narusaka Y, Tsuda S, Kobayashi M, 

"Analyses of Arabidopsis response to thrips feeding." 

19th International Conference on Arabidopsis Research, 

Montreal Canada, Jul. (2008)

Urano K, Maruyama K, Takeda M, Ogata Y, Sakurai 

N, Suzuki H, Saito K, Shibata D, Kobayashi M, 

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Characterization 

of the ABAregulated global responses to dehydration 

in Arabidopsis by metabolomics." 5th International 

Conference on Plant Metabolomics (ICPM2008), 

Yokohama Japan, Jul. (2008)

Urano K, Maruyama K, Ogata Y, Morishita Y, Takeda M, 

Sakurai N, Suzuki H, Saito K, Shibata D, Kobayashi M, 

Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K, "Global network 

analysis of ABA-regulated dehydration stress response 

by transcriptomics and metabolomics." International 

Conference on Plant Abiotic Stress Tolerance, Vienna 

Austria, Feb. (2009)

Iida K, Kawaguchi S, Hanada K, Fukami K, Toyoda A, 

Sakaki Y, Kobayashi M, Seki M, Shinozaki K, Toyoda 

T, "Multiple alternative splicing events in individual 

transcripts; analyses using full-length cDNAs and 

tiling arrays." International Conference on Arabidopsis 

Research 2009, Edinburgh UK, Jun.-Jul. (2009)

Ota S, Abe H, Iuchi S, Kobayashi T, Kobayashi M, 

"Summary of resource projects in RIKEN BRC." 20th 

International Conference on Arabidopsis Research, 

Edinburgh UK, Jun.-Jul. (2009)

Abe H, Narusaka M, Shimoda T, Hatakeyama K, Onishi 

J, Kugimiya S, Seo S, Narusaka Y, Tsuda S, Kobayashi 

M, "Analyses of plant resistance to thrips attack using 

Arabidopsis and Chinese cabbage." Plant Biology 2009, 

Honolulu USA, Jul. (2009)

Katori T, Ikeda A, Iuchi S, Kobayashi M, Shinozaki K, 

Sakata Y, Tanaka S, Taji T, "Large scale evaluation of salt 

tolerance among Atabidopsis thaliana accesions." Plant 

Biology 2009, Honolulu USA, Jul. (2009)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

【国際会議】
7.

8.

9.

小林 俊弘 , 新野 孝男 , 小林 正智 , " シロイヌナズナ

培養細胞の超低温保存につい て " 第 26 回日本植

物細胞分子生物学会大会・シンポジウム 吹田 9 月 

(2008)

小林 正智 , 鳴坂 真理 , 鳴坂 義弘 , 安部 洋 , " ゲノム

リソースと情報を農学分野で活用する " 第 26 回日

本植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム 吹田 9

月 (2008)

東 克己 , 稲葉 史 , 阪野 淳美 , 小林 俊弘 , 鎌田 博 , 

" シロイヌナズナ種子からの不定胚形成に対する

4-hydroxybenzyl alcohol およびその類緑化合物の効

果 " 第 26 回日本植物細胞分子生物学会大会・シン

ポジウム 吹田 9 月 (2008)

中崎 智文 , 安部 洋 , 石倉 清秀 , " 自動化システムに

よる植物体からの核酸抽出法の評価 " 第 26 回日本

植物細胞分子生物学会大会・シンポジウム 吹田 9

月 (2008)

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘 , " 理研 BRC

から入手できるモデル植物のゲノムリソースについ

て " 日本植物学会第 72 回大会 高知 9 月 (2008)

1.

2.

3.

4.

5.

【国内会議】
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小林 佑理子 , 黒田 桂史 , 木村 圭介 , 古澤 彩 , 木村 

和彦 , Taylor Gregory, Southron-Francis Jennafer, 小山 

博之 , "P-type ATPase HMA5 のアミノ酸多型はシロ

イヌナズナの Cu 耐性バリエーションに関与する " 

日本土壌肥料学会 2008 年大会 名古屋 9 月 (2008)

小林 安文 , 井内 聖 , 小林 佑理子 , 澤木 宣忠 , 小林 

正智 , 小山 博之 , " シロイヌナズナ低 pH 超感受性

変異体 stop1 の解析 " 日本土壌肥料学会 2008 年大

会 名古屋 9 月 (2008)

小林 正智 , 安部 洋 , 鳴坂 義弘 , 田村 卓郎 , 太田 聡

史 , 深海 薫 , " 作物研究に向けたシロイヌナズナか

らの発信の試み " 日本育種学会第 114 回講演会 彦

根 10 月 (2008)

小 林 佑 理 子 , "Natural variation copper tolerance of 

Arabidopsis thaliana" 文部科学省特定領域研究「植物

膜輸送」ワークショップ 別府 10 月 (2008)

澤田 有司 , 坂田 あかね , 桑原 亜由子 , 大槻 瞳 , 金谷 

重彦 , Klausnitzer Romy, 黒森 崇 , 小林 正智 , 鈴木 あ

かね , 斉藤 和季 , 平井 優美 , " 大規模ターゲット代

謝産物分析による植物代謝制御機構の解明 " 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 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

安部 洋 , 下田 武志 , 大西 純 , 釘宮 聡一 , 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防

御応答 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 

(2009)

東 克己 , 稲葉 史 , 阪野 淳美 , 山本 智美 , 時田 陽介 , 

大久保 雄太 , 小林 俊弘 , 鎌田 博 , " シロイヌナズ

ナの異なるアクセッションの不定胚発生に対する

4hydroxybenzyl alcohol および類縁化合物の効果の違

い " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

小林 佑理子 , 黒田 桂史 , 木村 圭介 , Southron-Francis 

Jennafer, 古澤 彩 , 木村 和彦 , 井内 聖 , 小林 正智 , 

Taylor Gregory, 小山 博之 , " シロイヌナズナの根 Cu

耐性に関与する Cu 輸送蛋白遺伝子 HMA5 と Cu 耐

性の自然変異との関係 " 第 50 回日本植物生理学会

年会 名古屋 3 月 (2009)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

池 田 彬 郎 , 井 内 聖 , 小 林 正 智 , 坂 田 洋 一 , 田

中 重 雄 , 太 治 輝 昭 , " 耐 塩 性 Arabidopsis thaliana 

accessions に見られる ABA 感受性と耐塩性メカニ

ズムの関係 " 第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 

3 月 (2009)

小林 俊弘 , 安部 洋 , 小林 正智 , " トランスクリプ

トーム解析によるシロイヌナズナ培養細胞の分類 " 

第 50 回日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

小林 正智 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 俊弘 , " 理研 BRC

から提供する新規植物リソースについて " 第 50 回

日本植物生理学会年会 名古屋 3 月 (2009)

小林 正智 , 佐々木 一誠 , 鳴坂 真理 , 畠山 勝徳 , 深海 

薫 , 鳴坂 義弘 , 安部 洋 , " シロイヌナズナゲノム情

報を利用したハクサイ cDNA リソースの整備とデー

タベース開発 " 日本育種学会第 115 回講演会 つく

ば 3 月 (2009)

杉本 和彦 , 竹内 善信 , 小林 正智 , 榊原 均 , 服部 束

穂 , 廣近 洋彦 , 矢野 昌裕 , " イネ穂発芽耐性 QTL、 

Sdr4 の機能解析 " 日本育種学会第 115 回講演会 つ

くば 3 月 (2009)

宮崎 裕士 , 高瀬 智敬 , 安部 洋 , 吉積 毅 , 黒田 浩文 , 

松井 南 , 小林 正智 , 清末 知宏 , " シロイヌナズナ 

LOV Kelch Protein 2 (LKP2) 過剰発現による遺伝子

発現の変化とストレス耐性 " 第 50 回日本植物生理

学会年会 名古屋 3 月 (2009)

藤田 泰成 , 中島 一雄 , 吉田 拓也 , 金森 紀仁 , 片桐 

健 , 梅澤 泰史 , 藤田 美紀 , 城所 聡 , 圓山 恭之進 , 石

山 賀奈子 , 小林 正智 , 伊藤 卓也 , 篠崎 一雄 , 篠崎

( 山口 ) 和子 , " シロイヌナズナの乾燥ストレス応答

に関わる転写因子 AREB1 とその上流制御因子の解

析 " 第50回日本植物生理学会年会 名古屋 3月 (2009)

宮崎 裕士 , 高瀬 智敬 , 安部 洋 , 吉積 毅 , 川島 美香 , 

松井 南 , 小林 正智 , 清末 知宏 , " シロイヌナズナ

LOV Kelch Protein 2 (LKP2) 過剰発現によるストレ

ス耐性の変化 " 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 藤沢 7 月 (2009)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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小林 俊弘 , 安部 洋 , 井内 聖 , 小林 正智 , " 理研 BRC

における植物培養細胞リソースの整備について " 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 藤沢 7 月 (2009)

池田 彬郎 , 神山 綾子 , 井内 聖 , 小林 正智 , 坂田 洋

一 , 田中 重雄 , 太治 輝昭 , "Arabidopsis の natural 

variation を利用した耐塩性と ABA 感受性メカニズ

ムの解明 " 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 藤沢 7 月 (2009)

22.

23.


