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問題点 
 

1. 遺伝子組換え農作物に対する消費者の
忌避意識が大 
 

2. 外来遺伝子の生態系への拡散 
 

3. 外来遺伝子産物の高蓄積が困難 
 

4. 規制上，国内商業生産･販売が困難 
 

5. 安価で販売のため，開発投資に対し利
益が小 

問題点 
 

1. 外来遺伝子の生態系への拡散 
 

2. 外来遺伝子産物の高蓄積が困難 
 

3. 精製･純化工程が必要 
 

4. 糖タンパク質については植物型糖
鎖 (改良可) 

植物バイオテクノロジーによる健康寿命延長への貢献 

遺伝子組換え農作物としての経口摂取 精製･純化医薬品として提供 

利点 
 

1. 安価で供給のため，社会貢献が大 

利点 
 

1. 利益が大 

問題点 
 

1. 遺伝子組換え農作物に対する消費者の
忌避意識が大 
 

2. 外来遺伝子の生態系への拡散 
 

3. 外来遺伝子産物の高蓄積が困難 

問題点 
 

1. 外来遺伝子の生態系への拡散 
 

2. 外来遺伝子産物の高蓄積が困難 



植物遺伝子発現 ｢光スイッチ｣  
薬生産エンジニアリングへの応用 

1. 植物を含む食用生物に由来する遺伝子の活用 

4. 光スイッチ --- LED の活用 

5. 光スイッチ --- 原理と開発 

2. 外来遺伝子の飛散を防止 --- 葉緑体遺伝子操作 

3. 光スイッチ --- 必要性 



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 

トマト 

レタス 

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) 

遺伝子発現プロモーター (PAtACT2) 

ベンザルアセトン 

合成酵素遺伝子 (HsBAS) 

ペンタケタイドクロモン 

合成酵素遺伝子 (IpPCS) 
ペンタケタイドクロモン 

合成酵素遺伝子 (AaPCS) 

ベンザルアセトン 

合成酵素遺伝子 (RpBAS) 

リンドレイン (抗炎症) 

クロモン類 (抗アレルギー) 

キノリノン類 (鎮吐効果) 

クルクミン (肝機能向上, 抗がん, 抗アルツハイマー型認知症) 

ラズベリーケトン (ダイエット効果) 

共同研究者：野口博司 (静岡県立大学薬学部) 



“変異型 ALS” タバコ葉緑体導入系統の再分化除草剤耐性 

発明者: 河合 清. 大村典子, 片岡 智, 角康一郎, 清水 力, 清水正則, 小林裕和 

出願者: クミアイ化学工業株式会社 

発明の名称: アセト乳酸合成酵素の活性測定方法及び形質転換体の製造方法 

特許出願番号: 2005-17220／出願日: 2005年1月25日 



形質転換葉緑体の維持 

B  目的遺伝子 (  ) ＋ 維持マーカー (  ) 

葉緑体遺伝子操作における形質転換維持マーカーの役割  

形質転換葉緑体の消失 

A 目的遺伝子 (  ) 

細胞 
葉緑体 

目的遺伝子産物が葉緑体機能に不利な場合 



破傷風菌毒素断片 C, TetC (用途：ワクチン)  

葉緑体遺伝子導入植物において有害 

野生系統台木に接ぎ木をして生存 

Tregoning et al. Nucleic Acids Res., 2003 

 

バクテリオファージ溶菌化タンパク質, PlyGBS (用途：タンパク質性抗生物質)  

宿主植物への代謝負荷 

Oey et al., Plant J., 2009 

 

マルトース結合タンパク質, MBP (用途：融合タンパク質として発現させた外来タンパク質の回収)  

全可用性タンパク質の 37% まで蓄積 

葉緑体からのマルトースの輸送阻害 

Ahmad et al., Planta, 2012 

 

プラストキノール末端酸化酵素, PTOX (用途：光合成機能の向上)  

強光に対する感受性の増強 

Ahmad et al., PLOS ONE, 2012 

タバコ葉緑体において高発現させた 

外来タンパク質の植物への悪影響 



熱誘導 

Saidi et al., New Phytol., 2011 

欠点: 多数の内在性遺伝子も誘導 
 

光誘導: フィトクロム系，クリプトクロム系 

Gyula et al., Curr. Opin. Plant Biol., 2003 

欠点: 多数の内在性遺伝子も誘導 
 

動物転写誘導系の導入：グルココルチコイド 

Aoyama and Chua, Plant J., 1997 

欠点: 高価，圃場使用においては環境汚染 

植物において報告されている人為的遺伝子発現誘導系 



恒常的遺伝子発現 

外来タンパク質 生産 
LED 

光スイッチ           ON 

野菜によるバイオ医薬品生産の基礎技術開発  

外来タンパク質 生育阻害 枯死 

発明者: 小林裕和，山本峻資，清水正則 

出願人 :静岡県公立大学法人 

発明の名称: 目的遺伝子を発現させるための光学スイッチ用コンストラクト 

特許出願番号: 2013-050728／出願日: 2013年3月13日 

遺伝子発現 ｢光スイッチ｣  



 

フラボノイド類 
 抗酸化作用 

 抗アレルギー作用 

 肝機能向上 

 癌予防 

 抗炎症作用 

 ダイエット効果 

 

サポニン類 
 去炎効果 

 利尿作用 

 肝機能改善 

 血管内コレステロール除去 

 血中脂質低減 

 動脈硬化抑制 

 ダイエット効果 

 界面活性作用 
 

発光ダイオード (LED) 照射による 

機能性･薬効成分の生産性の向上 

LED LED LED 

植物 細胞 



CHS 

高輝度青色 LED によるフラボノイド類／ 

リグニン類生合成経路遺伝子の発現促進 

① 4-coumaroyl-CoA synthase 3  

 (At1g65060; 6.2.1.12) 

② chalcone synthase  

 (At5g13930; 2.3.1.74) 

③ cinnamoyl-CoA reductase  

 (At4g30470; 1.2.1.44) 

④ ciannamyl alcohol dehydrogenase family   

 (At1g09500; 1.1.1.195) 

⑤ peroxidase 21 

 (At2g22420, At2g37130; 1.11.1.7)  

⑥ flavanon 3-hydroxylase 

 (At3g51240; 1.14.11.9) 

⑦ dihydroflavanol 4-reductase 

 (At5g42800; 1.1.1.219) 

⑧ UDP-glucosyl transferase family 

 (At1g30530; 2.4.1. 91) 

① 

② 

③ 

④ 
⑥ 

⑧ ⑧ 

⑦ ⑦ 

⑤ 

フラボノイド類 
 カテキン 
 ラズベリー香気成分 
 ホップ苦み成分 
 クロモン類 (抗アレルギー作用) 
 クルクミン (肝機能向上, 癌予防) 
 リンドレイン (抗炎症作用) 
 アントシアニン (抗酸化) 

リグナン類 

 抗アレルギー作用 

 肝障害改善作用 

 抗潰瘍活性 

 血小板凝集阻害活性 

 抗癌剤リード化合物 

 

リグニン類 

 収れん効果 

 食物繊維 



高輝度青色 LED 照射によるカンフェロールの増加 (ブロッコリー) 

[Agilent 6515 Accurate-Mass Q-TOF LC-MS/MS／アグリコン分子量: 287.040] 
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青色 LED 

(350 µmol m-2 sec-1, 2 日間) 

通常栽培 

代表例: kaempferol 3-glucoside 

抗酸化活性 (生活習慣病予防) 

抗アレルギー 

血圧上昇抑制作用 



光化学系レドックスを介した psaA 遺伝子発現の光制御 

e-  
PQ  PQ  

PS I  PS II  

B  700 nm 

e-  PQH2  
PS II  PS I  

A  昼光色 

PS II: 光化学系 II     PS I:光化学系 I PQH2: 還元型プラストキノン     PQ: 酸化型プラストキノン 

DNA psaA 

σ1  

P: リン酸基     σ1: RNA ポリメラーゼσ因子 SIG1 psaA: PS I 反応中心タンパク質遺伝子 

P σ1  

X 

DNA psaA 

Shimizu, Kobayashi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2010  



psbA 

psaA 

psbA/psaA 

昼色光 450 nm 690 nm 700 nm 
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光波長特異的な psaA 遺伝子発現の抑制 

(10 日生育シロイヌナズナ実生に 80 µmol m-2 s-1 LED を2日間照射) 



psaA 発現の光波長依存抑制 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107, 10760-10764, 

2010) に基づいた “induction of foreign genes via photosystem (iGPS)” の

開発 

 

最適光波長: 700 nm 

 

葉緑体遺伝子発現の効率的評価: CBG68luc, CBRluc (Promega) 

 

遺伝子発現の抑制から促進への置換: RNAi の活用 

光スイッチ --- 原理と開発 

発明者: 小林裕和，山本峻資，清水正則 

出願人: 静岡県公立大学法人 

発明の名称: 目的遺伝子を発現させるための光学スイッチ用コンストラクト 

特許出願番号: 2013-050728／出願日: 2013年3月13日 



従来技術とその問題点 

1. 核ゲノムの遺伝子操作 

外来遺伝子産物およびそれに付随する代謝産物の蓄積：少 

外来遺伝子の花粉を介した拡散：あり 

 

2. 葉緑体導入遺伝子の世代を超えた保持 

葉緑体ゲノムは核ゲノムと異なり細胞当たり数百コピー存在 

→ 形質転換葉緑体の消失 

 

3. 植物において報告されている人為的遺伝子発現誘導系 

熱誘導･光誘導 (フィトクロム系，クリプトクロム系)： 多数の内在性遺伝子も誘導 

動物転写誘導系の導入 (グルココルチコイド): 高価，圃場使用においては環境汚染 



新技術の特徴・従来技術との比較 

1. 葉緑体ゲノムの遺伝子操作 

外来遺伝子産物およびそれに付随する代謝産物の蓄積：多 

外来遺伝子の花粉を介した拡散：なし 

タンパク質への糖鎖付加：なし 

 

2. 葉緑体導入遺伝子の世代を超えた保持 

葉緑体形質転換維持マーカーによる形質転換葉緑体の保持･淘汰 

→ 形質転換葉緑体の保持 

 

3. 植物において報告されている人為的遺伝子発現誘導系 

光スイッチ： 単一遺伝子のみの発現を誘導 

 設備投資が安価 

 圃場使用において環境汚染なし 



想定される用途 

1. 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 

 

2. 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･

サプリメントの活用 

 

3. 植物を用いたバイオ医薬品の生産による生産コストの削減 



実用化に向けた課題 

1. 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 

 

2. 安全性の実証に基づく栽培･販売法規制の緩和 

 

3. 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. 超高齢社会における社会的ニーズを満たす商品開発 

 

2. 遺伝子組換え植物の活用に対する規制緩和の世界的動向の把握 

 

3. その時点で独自商品が販売できるような研究開発の推進 



本技術に関する知的財産権 

発明の名称: アセト乳酸合成酵素の活性測定方法及び形質

転換体の製造方法 

出願番号: 特願2005-017220 (出願日: 2005年1月25日) 

出願人: クミアイ化学工業株式会社 

発明者: 河合清，大村典子，片岡智，角康一郎，清水力， 

 清水正則，小林裕和 

 

発明の名称: 緑色カルス細胞の製造方法 

出願番号: 特願2006-069547 (出願日: 2006年3月14日) 

出願人: 財団法人 浜松科学技術研究振興会 

発明者: 小林裕和, 丹羽康夫, 後藤新悟 

 

発明の名称: 光照射によるサポニン生合成系に関与する

遺伝子の発現増強方法 

出願番号: 特願2007-087278 (出願日: 2007年3月29日) 

出願人: 静岡商工会議所 

発明者: 小林裕和  

 

発明の名称: 光照射によるリグナン類・リグニン類合成

系遺伝子の発現増強 

出願番号: 特願2008-089093 (出願日: 2008年3月31日) 

出願人: 静岡商工会議所 

発明者: 小林裕和，清水正則，小川剛史，野口博司，中

西幹育 

発明の名称: 光照射によるフラボノイド類合成系遺伝子の

発現増強 

出願番号: 特願2008-089111 (出願日: 2008年3月31日) 

出願人: 静岡商工会議所 

発明者: 小林裕和，清水正則，小川剛史，中西幹育  

 

発明の名称: 光合成抑制遺伝子およびその用途 

出願番号: 特願2009-061335 (出願日: 2009年3月13日) 

出願人: 静岡県公立大学法人 

発明者: 小林裕和，清水正則  

 

発明の名称: 目的遺伝子を発現させるための光学スイッチ

用コンストラクト 

出願番号: 2013-050728 (出願日: 2013年3月13日) 

出願人: 静岡県公立大学法人 

発明者: 小林裕和，山本峻資，清水正則 



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 

2007-2013 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 

2008-2013 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 

教育研究推進部 

産学官連携コーディネーター 吉田典江 

 

ＴＥＬ: ０５４-２６４-５１２４ 

ＦＡＸ: ０５４-２６４-５０９９ 

e-mail: renkei2＠u-shizuoka-ken.ac.jp 



共同研究者 

静岡県立大学･大学院食品栄養環境科学研究院／食品栄養科学部 

清水正則，後藤真樹，村上由規子，加治いずみ，小川剛史，小林京子， 

榊原啓之，熊澤茂則，中山 勉 
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野口博司，今井康之，川島博人，豊岡利正 

クミアイ化学工業 (株式会社)･生物科学研究所 

清水 力，井沢典彦 

(財団法人) 地球環境産業技術研究機構 (RITE) 

金本浩介，富澤健一 

発表論文掲載 

http://sfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/pctech/ 


