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1. 太陽エネルギー固定効率の増強 

2. 環境ストレス耐性植物の作出 

3. 機能性成分･医薬品の生産 

太陽エネルギー依存物質生産系である 

植物「葉緑体」のエンジニアリング 



人間社会維持に必要なエネルギー源 

必要事項: 1. 地球温暖化の防止 
 2. 安全性の確保 
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3,200 Cal／日 

資料：Food and Agriculture Organization, USA, 1998 

１人当たりのカロリー摂取量 



生物圏における炭素･酸素循環 
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光合成における太陽エネルギーの変換効率 

Zhu et al., Annu. Rev. Plant Biol., 2010 

太陽エネルギー エネルギー損失 
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光化学反応における損失 
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プラストキノンからのレドックスシングナルによるシグマ因子 (σ) の 
リン酸化を介した PS II と I の化学量変化  
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シロイヌナズナにおいて葉緑体機能構築を「正」または「負」に 
制御する遺伝子の探索 
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塩分土壌集積等による農耕地の荒廃 

資料：World Soil Program, USDA, 1999 
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耐塩性遺伝子 bHLH19 の機能 
(塩ストレス条件下での発芽からの生育) 

B ２週間後 

方法：75 mM NaCl含有培地に播種 → そのまま生育 
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核ゲノムと葉緑体ゲノムへの遺伝子 (DNA) 導入法 
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安全な遺伝子組換え作物作出のために 

1. 植物を含む食用生物に由来する遺伝子を用いる 

2. 外来遺伝子の飛散を防止する 開花前に収穫 (葉菜類) 

葉緑体遺伝子操作 



植物細胞を用いた機能性・薬効成分のメタボリックエンジニアリング 
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シロイヌナズナフラボノイド類 (ケンフェロール類) の解析 
[逆相HPLC／フォト･ダイオード･アレイ検出 (320 nm)] 
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薬効･機能性成分を増強した野菜の作出 

シロイヌナズナ 
(モデル植物) 

ダイオウ マルバアサガオ ホソバトウゲシバ キダチアロエ 
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フラボノイド類 (抗がん, 抗酸化) 

選択マーカー遺伝子 (AtALS) 

カルコン合成酵素遺伝子 (AtCHS) 
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花粉症脱感作あるいは免疫力強化野菜の生産 

共同研究者：今井康之，川島博人 (静岡県立大学薬学部) 
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従来技術とその問題点 

① 太陽エネルギー固定効率の増強 
・ 植物の光傷害を回避するために，その原因となる活性酸素を除去する機構が注目

されている． 

 
② 環境ストレス耐性植物の作出 
・ 耐塩性については，対処的な耐塩機構を増強する遺伝子が見つかっている． 
 

③ 機能性成分･医薬品の生産 
・ 遺伝子導入に必要な形質転換選択マーカーとして，本来食に供しない微生物に由

来する遺伝子が用いられている．取り分け，抗生物質耐性遺伝子は，薬剤耐性菌

の出現に繋がる可能性が指摘される． 
・ 培養細胞や閉鎖系育成植物を用いた物質生産においては，生産性が商品化の障害

となる． 
・ 遺伝子組換え農作物の安全性に対する消費者の懸念を拭え切れない． 



新技術の特徴・従来技術との比較 

① 太陽エネルギー固定効率の増強 
・ 植物の光傷害を回避するために，その原因となる活性酸素の発生を防止する機構

を解明した． 

 

② 環境ストレス耐性植物の作出 
・ 耐塩性，耐寒性など複合的な環境ストレス耐性を付与する遺伝子を見いだした． 

 

③ 機能性成分･医薬品の生産 
・ 遺伝子導入に必要な形質転換選択･維持マーカーとして，本来食に供する植物に

由来する遺伝子を開発した． 

・ 葉緑体遺伝子操作技術を開発した．これにより花粉を介した外来遺伝子の生態系

への飛散が防止できる． 



想定される用途 

① 太陽エネルギー固定効率の増強 ② 環境ストレス耐性植物の作出 
・ 植物によるバイオマス･バイオ燃料の生産性の向上および生産可能地の拡大． 

・ 食糧生産生産性の向上および生産可能地の拡大． 

・ 機能性･薬効成分生産生産性の向上および生産可能地の拡大． 

・ ビル屋上緑化，道路法面緑化． 

 

③ 機能性成分･医薬品の生産 
・ 生活習慣病等に効果がある機能性成分を強化した野菜･穀類の生産 

・ 経口摂取を前提とし，遺伝子組換え植物から調製した未精製抽出物の活用． 

・ バイオ医薬品の生産に植物を用いることによる生産コストの削減． 



実用化に向けた課題 

① 太陽エネルギー固定効率の増強 ② 環境ストレス耐性植物の作出 
・ これらは遺伝子組換えを前提としており，生態系への安全性の実証に基づく栽培の

ための法規制の緩和． 

・ バイオ燃料あるいは食糧の生産性を増強する植物種･品種の選定． 

 

③ 機能性成分･医薬品の生産 
・ 遺伝子組換え植物に対する生態系への安全性および食品としての安全性の実証． 

・安全性の実証に基づく栽培･販売のための法規制の緩和． 

・機能性･薬効成分の生産性を増強する植物種･品種の選定． 



企業への期待 

① 太陽エネルギー固定効率の増強 ② 環境ストレス耐性植物の作出 

・ 環境保全，食糧生産，地球温暖化防止 (バイオ燃料生産，ビル屋上･道路法面緑化) 

等維持可能社会実現への貢献． 

 

③ 機能性成分･医薬品の生産 

・ 超高齢社会における社会的ニーズを満たす商品開発． 



本技術に関する知的財産権 



産学連携の経歴 

・1996-2000 日本たばこ (株) から ｢光化学系タンパク質の改良 ｣ の助成 

・2002-2007 クミアイ化学工業(株) と ｢植物形質転換選択マーカー｣ を開発 

・2006-2008 経済産業省･地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択 

 ｢高輝度 LED を用いた植物薬効･機能性成分生産能の向上｣ を担当  

・2006-2007 JST シーズ発掘試験 ｢機能性・薬効成分量産のための植物培養細胞を緑化さ

せる遺伝子の活用｣ に採択 

・2007-現在 静岡商工会議所・駿河湾地域新事業に ｢植物機能性成分の活用｣ で参画 

・2008-現在 JST 地域結集型研究開発プログラム ｢静岡発 世界を結ぶ新世代茶飲料と素

材の開発｣ に採択 

 ｢機能性・嗜好性成分の生合成プロファイリング｣ を担当 

・2009-2010 (有)田島農園 ｢単色光による機能性成分増強スプラウトの商品化｣ を実施 

・2009-2011 東西化学産業(株) と ｢亜臨界抽出成分の分析と機能性評価｣ を実施 

・2009-現在 (株) ケーイーコーポレーションと ｢LED およびオゾンによる植物処理技術｣ を
開発 

・2010-2011 日研ザイル(株) と ｢植物抽出成分の抗酸化活性の分析･評価｣ を実施 

 



問い合わせ先 

静岡県立大学 
産学官連携コーディネーター 柴田春一 

 
ＴＥＬ: ０５４-２６４-５１２４ 
ＦＡＸ: ０５４-２６４-５０９９ 

e-mail: renkei2＠u-shizuoka-ken.ac.jp 
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