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Ⅰ．センターの概要

１．目的

本センターは、遺伝子資源の収集、保存、開発から評価、利用に至る研究教育

を遂行する。特に、高度な技法で遺伝子情報の解析を行い、遺伝子レベルでの農

業遺伝子資源に関する応用展開研究と戦略的プロジェクト研究の推進並びに遺

伝子資源の DNA・細胞レポジトリー機能の充実を図る。

２．沿革

昭和62年5月 本学附属家蚕遺伝子実験施設を振替え、附属遺伝子資源研究

センターが10年の時限施設として設置され、教授、　助教授、

助手各2名が配置された。

平成元年4月 教授、助教授各 1 が追加配置された。

 本学大学院農学研究科に設置された独立専攻遺伝子資源工学専

攻の協力講座として、昆虫遺伝子資源学、遺伝子開発管理学の

2講座に参加した。

平成3年4月 遺伝子資源工学専攻に微生物遺伝子工学講座が新設され、これ

に参加した。

平成9年4月 附属遺伝子資源研究センターは時限により廃止され、新たに、

教授 3 名、助教授 3 名、助手 2 名の振替によって附属遺伝子資

源開発研究センターが設置された。

平成12年4月 大学院重点化に伴い、大学院　農学研究院附属遺伝子資源開発

研究センターに改組された。また、大学院教育として生物資源

環境科学府　遺伝子資源工学専攻　遺伝子資源開発講座（昆
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虫遺伝子資源分野、植物遺伝子資源学分野、微生物遺伝子工学

分野）に改組された。
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３．組織・教職員（平成20年度）

センター長　佐藤　光

家蚕遺伝子開発分野

 教授 麻生　陽一 技術職員 西川　和弘

 准教授 伴野　　豊 技術職員 田村　　圭

 助教 山本　幸治 技術職員 山本　和典

   技術補佐員 江口　誠一

植物遺伝子開発分野

 教授 佐藤　　光 

 准教授 熊丸　敏博 テクニカルスタッフ 松坂　弘明

    原田　良子

   非常勤補佐員 藤田喜久男

    阿部　靖子

    有隅久美子

    須山奈緒美

   研究支援推進員 西　　愛子

微生物遺伝子工学分野

 教授　　大島　敏久

 准教授　原　　敏夫

 講師　　土居　克実

４．研究と事業内容

家蚕遺伝子開発分野

　・カイコ遺伝子資源の収集、開発、評価、保存、活用並びに遺伝子機能の発
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現機構の解明

　・文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト（カイコ）の中核機関

として我国のバイオリソース事業への貢献

植物遺伝子開発分野

　　イネ遺伝子資源の DNA レベルでの開発と評価、保存と利用、並びに遺伝子

工学的手法を用いた新遺伝子資源の開発に関する研究

微生物遺伝子工学分野

　　微生物遺伝子資源の探索と評価、保存と利用開発、並びに有用遺伝子の高度

機能化と応用展開に関する研究

　各分野とも、所定の許可を得た本学部内外の学生や研究者等に対し、研究の場

や遺伝子資源材料を提供し、さらに研究指導と教育を行っている。

５．運営委員会委員

（任期：平成20年4月1日～平成22年3月31日）

委員長 佐藤　　光

准教授 大島　敏久 （遺伝子資源開発研究センター）

准教授 熊丸　敏博 （遺伝子資源開発研究センター）

教授 麻生　陽一 （遺伝子資源開発研究センター）

教授 久原　　哲 （遺伝子資源工学部門）

准教授 片倉　喜範 （遺伝子資源工学部門）

教授・准教授 吉村　　淳 （生物資源開発管理学部門）

教授・准教授 中司　　敬 （植物資源科学部門）

教授・准教授 木村　　誠 （生物機能科学部門）

教授・准教授 山内　伸彦 （動物資源科学部門）

教授・准教授 南石　晃明 （農業資源経済学部門）



農学研究院

 （教官所属組織）

生物資源開発管理学部門

植物資源科学部門

生物機能科学部門

動物資源科学部門

農業資源経済学専攻部門

生産環境科学部門

森林資源科学部門

遺伝子資源工学部門

遺伝子機能制御学講座

 遺伝子制御学講座

 蛋白質化学工学講座

 細胞制御工学講座
遺伝子資源開発学講座

 昆虫遺伝子資源学 ------------------家蚕遺伝子開発分野

 植物遺伝子資源学 ------------------植物遺伝子開発分野

 微生物遺伝子工学 ------------------微生物遺伝子工学分野

生物資源環境科学府

 （大学院教育組織）

生物資源開発管理学専攻

植物資源科学専攻

生物機能科学専攻

動物資源科学専攻

農業資源経済学専攻

生産環境科学専攻

森林資源科学専攻

遺伝子資源工学専攻

附属施設

附属水産実験所

附属生物的防除研究施設

附属農場

附属演習場

附属遺伝子資源開発研究センター
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教授・准教授 内野　敏剛 （生産環境科学部門）

教授・准教授 玉泉　幸一郎 （森林資源科学部門）

教授・准教授 望月　俊宏 （附属農場）

教授・准教授 大賀　祥治 （附属演習林）

６．組織図
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Ⅱ．研究成果

１．研究業績・出版物リスト

家蚕遺伝子開発分野

A　原著論文

・Kaoru Sato,Tomoko Matsuoka Matsunaga,Ryo Futahashi,Tetsuya Kojima,Kazuei Mita,Yutaka 

Banno and Haruhiko Fujiwara : Positional Cloning of a Bombyx Wingless Locus fl ugellos (fl ) 

Reveals a Crucial Role for fringe That Is Specifi c for Wing Morphogenesis, Genetics 179:875-

885, 2008 年 06 月 .

・Ryo Futahashi, Jotaro Sato, Yan Meng, Shun Okamoto, Takaaki Daimon, Kimiko Yamamoto, 

Yoshitaka Suetsugu, Junko Narukawa, Hirokazu Takahashi, Yutaka Banno, Susumu Katsuma, 

Toru Shimada, Kazuei Mita and Haruhiko Fujiwara： yellow and ebony Are the Responsible 

Genes for the Larval Color Mutants of the Silkworm Bombyx mori， Genetics， 180:1995-

2005， 2008 年 12 月．

・Kohji Yamamoto, Sumiharu Nagaoka, Yutaka Banno, Yoichi Aso： Biochemical properties 

of an Omega-class glutathione S-transferase of the silkmoth, Bombyx mori， Comp. Biochem. 

Physiol. PartC， 149C, 461‒467， 2008 年 10 月．

B　データベース

カイコ保存系統のデータベース公開

http://silkworm.nbrp.jp/
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C　報告書他

山本幸治： 2007 年度アジア地域重点学術研究報告書　　　　　2008 年 04 月．

山本幸治： 平成 18 年度国際共同調査研究　　　　　　　　　　2008 年 05 月 .

山本幸治、辻幸子： 農学研究院若手教員支援事業報告書　　　2008 年 12 月 .

　

植物遺伝子開発分野

A 原著論文

1) N. Fujita, Y. Toyosawa, Y. Utumi, T. Higuchi, I. Hanashiro, A. Ikegami, S. Akuzawa, 

M. Yoshida, A. Mori, K. Inomata, R. Itoh, A. Miyao, H. Hirochika, H. Satoh, Y. Nakamura. 

Characterization of pullulanase（PUL）-deficient mutants of rice（Oryza sativa L.）and 

the function on starch biosynthesis in thedeveloping rice endosperm. Journal of Experimental 

Botany 60, 1009-1023 (2009)

2) K. Asano, M. U.-Tanaka, K. Hirano, R. Angeles-Shim, T. Komura, H. Satoh, H. Kitano, M. 

Matsuoka, M. Ashikari.  Isolation and characterization of a dominant dwarf gene, Slr1-d, in 

rice.Journal of Molecular Gene and Genetics， (2008)

3) A. Kubo, Y. Yuguchi, M. Takemasa, S. Suzuki, H. Satoh, Shin-ichi Kitamura. The use of 

micro-beam X-ray diffraction for the characterization of starch crystal structure in rice 

mutant kernels of waxy, amylose extender, and sugary1. Journal of Cereal Science (2008)

4) T. T. Hoai, T. Kumamaru, H. Satoh. Diversity of glutelin seed storage protein forms from 

local rice cultivars in North Vietnam.Rice Genetics Newsletter 12, 59-61 (2008)
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5) T. T. Hoai, T. Kumamaru and H. Satoh. Variation of seed storage prolamin from North 

Vietnam local rice cultivar.， Rice Genetics Newsletter 12, 65-67 (2008)

6) 熊丸敏博・小川雅広・佐藤光・Thomas W. Okita. イネ種子貯蔵タンパク質集積の遺

伝的制御機構 . 種子の科学とバイオテクノロジー，原田久也ら（種子生理生化学研究会）

編，学会出版センター (2009)

7) 熊丸敏博、牛島智一、佐藤光、川越靖 .　プロラミンの集積に関与する遺伝子及びそ

の利用 .　特願 2008-290180　特開　2010-115141　 

8) 川越靖、熊丸敏博、左藤光、恩田弥生、高星千恵美 . パン類の製造に適した米粉組

成物およびその利用 .　特願 2008-058057　特開 2009-213370

B. データベース等

イネ保存品種データベース

http://w3.grt.kyushu-u.ac.jp/Rice_Kyushu/rice-kyushu/htdocs/main.html

突然変異系統データベース

http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabase/top/top.jsp

微生物遺伝子工学分野

Haruhiko Sakurba, Kazunari Yoneda, Kiyo Takeuchi, Hidehiko Tsuge, Nobuhiko Katunum, 

Toshihisa Ohshima：Structure of an archaeal alanine：glyoxylate aminotransferase，Acta 

Cryst.，D-64, 696-699，2008 年 05 月．（査読あり）

H. Yanai, K. Doi, T. Ohshima：Sulfolobus tokodaii ST0053 produces a novel thermostable, 

NAD-dependent medium-chain alcohol dehydrogenase，Appl. Environ. Microbiol.，75（6）: 
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1758-1763，2009 年 02 月．（査読あり）

H. Sakuraba, K. Yoneda, T. Satomura, R. Kawakami, T. Ohshima：Structure of a D-tagatose 

3-epimeraserelated protein from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima，

Acta Crystallogr. Sect. F Struct. Biol. Cryst. Commun.，65, 199-203，2009年01月．（査読あり）

T. Satomura, R. Kawakami, H. Sakuraba, T. Ohshima：A Novel FAD containing D-Lactate 

Dehydrogenase from the Thermoacidophilic Crenarchaeon Sulfolobus tokodaii strain: 

Purifi cation, Characterization and Expression in Escherichia. coli，J. Biosci. Bioeng.，106, 

16-21， 2008 年 06 月．（査読あり）

H. Sakuraba, K. Yoneda, K. Takeuchi K, H. Tsuge, N. Katunuma, T. Ohshima：Structure of an 

archaeal alanine:glyoxylate aminotransferase.Structure of an archaeal alanine:glyoxylate 

aminotransferase.　Acta Crystallogr D Biol. Crystallogr. 64t（ 6），696-699. 2008 年 06 月．

（査読あり）

Y. Tani, K. Tanaka, T. Yabutani, Y. Mishima, H. Sakuraba, T. Ohshima, J. Motonaka：

Development of a D-amino acids electrochemical sensor based on immobilization of 

thermostable D-proline dehydrogenase within agar gel membrane，Anal. Chim. Acta，619（ 

2）:215-220., 2008 年 05 月．（査読あり）
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２．原著論文要旨

家蚕遺伝子開発分野
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Journal of Experimental Botany, Vol. 60, No. 3, pp. 1009–1023, 2009
doi:10.1093/jxb/ern349
This paper is available online free of all access charges (see http://jxb.oxfordjournals.org/open_access.html for further details)

RESEARCH PAPER

Characterization of pullulanase (PUL)-deficient mutants of
rice (Oryza sativa L.) and the function of PUL on starch
biosynthesis in the developing rice endosperm

Naoko Fujita1,*,†, Yoshiko Toyosawa*,2, Yoshinori Utsumi1, Toshiyuki Higuchi3, Isao Hanashiro3,

Akira Ikegami4, Sayuri Akuzawa4, Mayumi Yoshida1, Akiko Mori1, Kotaro Inomata1, Rumiko Itoh1, Akio Miyao5,

Hirohiko Hirochika5, Hikaru Satoh2 and Yasunori Nakamura1

1 Department of Biological Production, Akita Prefectural University, Akita City, Akita, 010-0195 Japan
2 Institute of Genetic Resources, Faculty of Agriculture, Kyusyu University, Hakozaki, Fukuoka, 812-8581 Japan
3 Department of Biochemical Science and Technology, Kagoshima University, 1-21-24, Korimoto, Kagoshima, 890-0065 Japan
4 Department of Nutritional Science, Tokyo University of Agriculture, 1-1-1, Sakuragaoka, Setagayaku, Tokyo, 156-8502 Japan
5 NIAS, National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Ibaraki, 305-8602 Japan

Received 29 September 2008; Revised 8 December 2008; Accepted 8 December 2008

Abstract

Rice (Oryza sativa) allelic sugary1 (sug1) mutants defective in isoamylase 1 (ISA1) accumulate varying levels of starch

and phytoglycogen in their endosperm, and the activity of a pullulanase-type of a debranching enzyme (PUL) was

found to correlate closely with the severity of the sug1 phenotype. Thus, three PUL-deficient mutants were

generated to investigate the function of PUL in starch biosynthesis. The reduction of PUL activity had no pleiotropic

effects on the other enzymes involved in starch biosynthesis. The short chains (DP <13) of amylopectin in PUL
mutants were increased compared with that of the wild type, but the extent of the changes was much smaller than

that of sug1 mutants. The a-glucan composition [amylose, amylopectin, water-soluble polysaccharide (WSP)] and

the structure of the starch components (amylose and amylopectin) of the PUL mutants were essentially the same,

although the average chain length of the B2-3 chains of amylopectin in the PUL mutant was ;3 residues longer than

that of the wild type. The double mutants between the PUL-null and mild sug1 mutants still retained starch in the

outer layer of endosperm tissue, while the amounts of WSP and short chains (DP <7) of amylopectin were higher

than those of the sug1 mutant; this indicates that the PUL function partially overlaps with that of ISA1 and its

deficiency has a much smaller effect on the synthesis of amylopectin than ISA1 deficiency and the variation of the
sug1 phenotype is not significantly dependent on the PUL activities.

Key words: Amylopectin, debranching enzyme, isoamylase, mutant, pullulanase, rice endosperm, starch biosynthesis.

Introduction

It is generally accepted that ADP-glucose pyrophosphor-

ylase, starch synthase, and starch branching enzymes are

involved in starch biosynthesis in higher plants. The fourth

kind of enzymes, namely, starch debranching enzymes, are

also thought to play an essential role in starch biosynthesis;

a recent analysis of sugary1 mutants, which accumulate

highly branched phytoglycogen instead of starch in maize

(Pan and Nelson, 1984; James et al., 1995), rice (Nakamura

* These author contributed equally to the paper.
y To whom correspondence should be addressed: E-mail: naokof@akita-pu.ac.jp
ª 2009 The Author(s).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/2.0/uk/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 at (D) Kyushu U Rigakubu on 24 February 2010 http://jxb.oxfordjournals.orgDownloaded from 
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JP 2009-213370 A 2009.9.24

(57)【要約】
【課題】粉食に適した米品種から作製された、製造工程の作業性がよく、かつ伸展性およ
び可塑性の優れたパン類の原料となる米粉組成物を提供すること、米粉を原料として用い
た作業効率のよいパン類の製造方法、および小麦粉と同等以上の品質をもつパン類を提供
すること。
【解決手段】上記課題を、野生型と比較して胚乳内にグルテリン前駆体をより多く含む改
良米から作製された米粉を単独または小麦粉と混合させて得た米粉組成物、並びに上記米
粉組成物を主原料とするパン類およびその製造方法を提供することにより解決する。
【選択図】なし
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Journal of Cereal Science 48 (2008) 92–97

The use of micro-beam X-ray diffraction for the characterization
of starch crystal structure in rice mutant kernels of waxy,

amylose extender, and sugary1

Akiko Kuboa, Yoshiaki Yuguchib, Makoto Takemasaa, Shiho Suzukia,
Hikaru Satohc, Shinichi Kitamuraa,�

aGraduate School of Life and Environmental sciences, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka 599-8531, Japan
bDepartment of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Osaka Electro-Communication University, Neyagawa, Osaka 572-8530, Japan

cFaculty of Agriculture, Institute of Genetic Resources, Kyushu University, Hakozaki, Fukuoka 812-8581, Japan

Received 11 June 2007; received in revised form 15 August 2007; accepted 16 August 2007

Abstract

Micro-beam X-ray diffraction analyses were carried out on slices from wild-type rice and mutants. The method permitted the

crystalline structure to be analyzed with less destruction of cells and fewer artificial effects that occur during the purification of starch

from tissue and provided information concerning the localization and crystalline structure of starches distributed in the endosperm. The

starch on kernel slices from the wild-type and waxy mutant, carrying a defect for the Granule-bound starch synthase I (GBSSI) gene,

displayed an A-type of diffraction pattern; no difference in the crystalline patterns between starches located in the inner and outer region

in a kernel were observed. A double mutant of the waxy and amylose extender (ae) mutant carrying a defect for the Starch branching

enzyme IIb gene accumulated amylose-free B-type starches. The kernel slice from the double mutant of waxy and sugary1, mutated on the

Isoamylase I locus, displayed an A-type diffraction pattern in the outer region and was amorphous in the inner region. A chain-length

distribution analysis of polyglucans in kernels from wild-type and mutants showed that ae amylopectin had more long chains and less

short chains than the wild-type and waxy amylopectin. On the other hand, the water-soluble polysaccharide in the inner region of the

sugary1 endosperm had more short chains than the amylopectin in the outer region counterparts. These results indicate that branch chain

length in amylopectin is crucial in determining the formation of A- and B-type starches.

r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Starch; Rice grain; Micro-beam X-ray diffraction; Mutant; Crystal structure

1. Introduction

Starch consists of mainly two chemically distinguishable
polysaccharides: amylose, an essentially linear (1-4)-a-D-
glucan and amylopectin, a branched glucan that contains
largely a-(1-4) linkages, but with branches attached by
a-(1-6) linkages. It occurs as water insoluble particles in
the form of ‘‘starch granules’’ in the seeds, tubers, and
other parts of plants, and is generally classified into three
types (A, B, and C) according to the X-ray diffraction
pattern given by their amylopectin crystalline structures. It

is well known that cereal starch including normal rice
starch gives an A-type X-ray diffraction pattern, tuber
starch a B-type, and bean and root starch a C-type, a
mixture of A- and B-types (Cairns et al., 1997; Hizukuri
et al., 1961; Katz and van Itallie, 1930).
X-ray powder diffraction analysis has been typically

used to characterize the crystalline structure of starch. For
the analysis, starch is generally extracted and purified from
tissue. During the procedure, information on starch
localization in the tissue is lost and starch granules can
be damaged. The localization of starch granules in the
endosperm is important, because it influences the gelatini-
zation properties of rice grains. Recently, generation
techniques for a high flux X-ray beam with an undulator
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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】植物種子におけるプロラミン集積性を制御するポリヌクレオチド（Esp1遺伝子）
及びそれによりコードされるタンパク質およびプロラミン集積性が制御された植物（好ま
しくはイネ）の作出方法を提供する。
【解決手段】特定のヌクレオチド配列を有するEsp1遺伝子であって、前記遺伝子はプロラ
ミンの構造遺伝子ではなく、その生合成の過程に関与する遺伝子である。またプロラミン
低集積性である系統においては、Esp1遺伝子内においてヌクレオチドの置換が生じる。
【選択図】なし
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微生物遺伝子工学分野
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４．講演要旨

家蚕遺伝子開発分野
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微生物遺伝子工学分野
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Ⅲ．センターの活動状況 

１．教育活動

【家蚕遺伝子開発分野】

大学院生物資源環境科学研究科（博士課程）

MD.TOFAZZAL HOSSAIN

Studies on the Properties of Silkworm Small Heat Shock Proteins: 

sHSP19.9 and sHSP20.8

重岡　佑一  好熱菌リポ酸アセチルトランスフェラーゼに関する研究

手柴　智史  スモールヒートショックタンパク質に関する研究

大学院生物資源環境科学研究科（修士課程）

野田　一隆  カイコにおける終齢致死変異体の遺伝学的研究

上田　敏史  カイコ sHSP20.8 のサブユニット会合状態に及ぼす温度および

圧力の影響

研究生

　　なし

訪問教授・研究員

Hossain MD Tofazzal（ Bangladesh Agricultural University,　Bangladesh）
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【植物遺伝子開発分野】

大学院生物資源環境科学研究科（修士課程）

中村　哲洋 イネ同化澱粉の代謝機構に関わる変異の遺伝学的研究

野口　亮介 イネ種子におけるグルテリン前駆体を多量に蓄積する glup2 変異

の遺伝学的解析

川口　　穣 Functional analysis of AGPase LS2 in r ice

藤本　若菜 イネ種子プロラミン mRNA の特定小胞体への局在化に関する

Tudor-SN の突然変異

吉川　尚樹 イネ種子における PDI2-3 の貯蔵タンパク質の集積に対する機能

解明

ホアン　ヴァン　ナム (Vietnam)

  Physicochemical and Genetic Analysis of Recombinant Inbred 

IJwx Lines

大学院生物資源環境科学研究科（博士課程）

豊澤　佳子 イネ種子デンプン生合成に関するプルラナーゼ型デンプン枝切り

酵素の機能解析

上田　悠加 イネ種子貯蔵タンパク質グロブリンの細胞内輸送に関する変異体

の遺伝学的研究
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福田　真子 イネ種子グルテリンのゴルジ体から貯蔵型液胞への細胞内輸送に

関する遺伝的制御機構

長嶺　　愛 イネ胚乳におけるプロラミンの小胞体内腔への集積に関わる分子

機構の解明

【微生物遺伝子工学分野】

大学院修士課程修了者

八坂由季子 「好熱菌 Bacillus sp .  DSM 405 由来 NAD（P）

  依存性セリン脱水素酵素の発見とその機能解析」

樋野絵美沙 「海生好熱性カビの分離と新規脱水素酵素の検索」

津田　浩介 「小浜温泉より分離した Thermus バクテリオファージの特性解析 」

塚副　耕大 「色素依存性 L- プロリン脱水素酵素を素子とするアミノ酸電池の

開発 」

津浦　逸美 「超好熱アーキア Sulfolobus tokodai i  strain 7 の xylose 代謝経

路の解析：xylonate dehydratase の存在と性質」

筬島　秀幸 「無細胞糖タンパク質合成系における糖鎖付加に関する研究」

大学院博士課程修了者

矢内　久陽 「超好熱好酸性アーキア Sulfolobus tokodai i のアルコール脱水素
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酵素推定遺伝子の網羅的機能解析」

２．科学研究費・協同、受託研究等

【家蚕遺伝子開発分野】

文部科学省

ナショナルバイオリソースプロジェクト「カイコ」中核拠点整備プログラム

科研費

基盤研究 (A) 分担「イネのアミロプラストエンジニアリングに関する基礎的研究」

特定領域研究分担「カイコゲノムの物理地図と転写地図の整備並びに機能解析

システムの確立」　

若手研究（B）「鱗翅目昆虫の農薬耐性獲得の分子基盤」

【植物遺伝子開発分野】

ナショナルバイオリソース中核的拠点整備プログラム

「イネ遺伝資源実験系統の収集・保存・提供と基礎データ蓄積」

基盤研究 (A)　（２）研究代表　佐藤光、分担　熊丸敏博

イネのアミノプラストエンジンニア関する基礎的研究

基盤研究 (A) 研究分担　佐藤光　
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産業用素材としてのデンプンを合成する育種素材の作出

農林水産省受託研究　研究代表　佐藤光

アミロペクチン長鎖型硬質米による米粉新需要食品の開発

ワシントン州立大学 . Tomas Okita　

「イネ種子成分の集積を制御する遺伝子に関する研究」

【微生物遺伝子工学分野】

・文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金の受入れ

「萌芽研究」メタエンザイム法の開発， 大島（代表），2200 千円

「基盤研究（B）」超好熱菌の色素依存性脱水素酵素複合体の機能，構造解

析と応用，大島（代表），3500 千円

「萌芽研究」透過型浄化壁における微生物群集構造の長期モニタリング，

土居（分担）

「萌芽研究」メタエンザイム法の開発， 土居（分担），200 千円

・学内研究経費の受入れ

「九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト（B タイプ）」，

土居

（分担），1350 千円

・奨学寄付金の受入れ

「ビタミン，バイオファクターに関する国際学会参加費の補助」日本ビタ

ミン学会，大島，100 千円

「ビタミン B に関する研究件助成」社団法人ビタミン協会，大島，250 千円．

「高度好熱性細菌によるシリカスケール形成の防除法と高濃度ケイ酸集積

法の開発　～地熱エネルギーの効率的利用法の創成～」岩谷直治記念財

団，土居，2000 千円
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・その他の外部研究資金の受入れ

「日本学術振興会　 酵素科学とその生物工学への新展開に関する日本 - オ

ランダ共同セミナー」大島，2483 千円

「NPO 法人　ジオバイオテクノロジー新興会議　コア土壌資料からの有用

酵素遺伝子資源の探索」大島，1500 千円

「財団法人岡山県産業振興財団　 新色相開発により国産ジーンズ発祥の

地児島技術活用の高度化，コスト低減天然藍染料スクモの高速生産技術

の開発」大島，1613 千円

３．講演会・セミナー・講習会

【家蚕遺伝子開発分野】

福岡県平成 19 年度箱崎中学校職場体験学習協力、九州大学（福岡）

夏休み公開講座『大学でカイコの教育と織物作りにチャレンジしよう！』（福岡）

【植物遺伝子開発分野】

熊丸敏博

平成 20 年 12 月

明善高等学校 , 総合的な学習時間「大学セミナー」

【微生物遺伝子工学分野】

末信一郎・吉川達剛・桶崎陽友・鄭海涛・米田一成・大島敏久

好熱菌由来の L- リジン脱水素酵素を用いた L- リジンバイオセンシングシ

ステム，日本生物工学会 2007 年度大会，2008 年 05 月 01 日，広島大学．

米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・村岡郁夫・老川典夫
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低温菌 Flavonobacterium fr igidimaris KUX-1 由来 L- スレオニン脱水素酵

素の構造解析，日本ビタミン学会，2008 年 06 月 13 日，仙台国際センター．

藤野泰寛・大島敏久・緒方靖哉・土居克実

Thermus thermophilus HB8 のシリカ誘導性タンパク質の転写解析， 日本生

物工学会　2008 年度大会，2008 年 08 月 27 日，東北学院大学土樋キャン

パス．

矢内久陽・前田華奈・土居克実・大島敏久

超好熱好酸性アーキア Sulfolobus tokodai i  str .  7 由来アルコール脱水素酵

素の酵素機能のライブラリー化，日本生物工学会　2008 年度大会，2008

年 08 月 27 日， 東北学院大学土樋キャンパス．

櫻庭春彦・大島敏久

超好熱菌由来アルドラーゼの結晶構造解析，日本生物工学会，2008 年 09

月 01 日，広島大学．

大島敏久

ゲノム情報と酵素機能の解析による超好熱アーキア Sulfolobus tokodai i の

L- セリン生合成経路の解明，ビタミン B 研究委員会，2008 年 09 月 05 日，

彦根市　キャッスルホテル．

大島敏久・谷祐児・田中勝人・藪谷智規・本仲純子・櫻庭春彦

高度耐熱性の D- プロリン脱水素酵素の寒天固定化電極による D- アミノ酸

の電気化学的センシング，第 4 回 D- アミノ酸研究会，2008 年 09 月 20 日，

名古屋大学野依記念学術交流館．

矢内久陽・前田華奈・土居克実・大島敏久

超好熱好酸性アーキア Sulfolobus tokodai i  str .  7 アルコール脱水素酵素

遺伝子の機能ライブラリー，平成 20 年度日本農芸化学会西日本支部大会，
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2008 年 09 月 20 日， 長崎大学文教キャンパス．

大島敏久

新色相開発により国産ジーンズ発祥の地児島技術活用の高度化，　コスト低

減天然藍染料スクモの高速生産技術の開発とインジゴ還元酵素の生化学的

特徴の解析，2008 年 11 月 05 日， テクノサポート岡山．

樋野絵美沙・土居克実・大島敏久

海生好熱性カビの分離と新規脱水素酵素の検索，日本生物工学会九州支部

大会，2008 年 12 月 06 日，崇城大学．

津浦逸美・土居克実・大島敏久

超好熱アーキア Sulfolobus tokodai i  strain 7 のキシロース代謝経路の解

明：xylonate dehydratase の存在，日本生物工学会九州支部大会，2008 年

12 月 06 日，崇城大学．

八坂由季子・土居克実・大島敏久

好熱菌 Bacillus sp .  DSM405 由来新規 NAD 依存性セリン脱水素酵素の性質，

日本生物工学会九州支部大会，2008 年 12 月 06 日，崇城大学．

徳永雄平・木村佑子・渡辺誠人・岩井覚・福田耕才・土居克実・大桃定洋・

緒方靖哉

サイレージ乳酸菌の機能開発 -Lactobacil lus 属乳酸菌の硝酸還元性の検討，

日本生物工学会九州支部大会，2008 年 12 月 06 日，崇城大学．

岩井覚・福田耕才・土居克実・緒方靖哉

アルミニウムイオンに対する Thermus 属細菌の応答，日本生物工学会九州

支部大会，2008 年 12 月 06 日，崇城大学．
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大島敏久

新色相開発により国産ジーンズ発祥の地児島技術活用の高度化，コスト低

減天然藍染料スクモの高速生産技術の開発， 地域活性型研究開発事業，

2009 年 01 月 23 日，岡山ロイヤルホテル．

里村武範・飯塚舜介・櫻庭春彦・大島敏久

MRI を用いた超好熱性アーケア由来色素依存性 D- 乳酸脱水素酵素の構造解

析， 日本農芸化学会，2009 年 03 月 27 日，福岡国際会議場．

川上竜巳・櫻庭春彦・大島敏久

超好熱アーケア由来 L- プロリン脱水素酵素複合体の機能解析，日本農芸化

学会，2009 年 03 月 27 日，福岡国際会議場．

樋崎陽友・鄭　海寿・米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・末信一郎

耐熱性 L- アスパラギン酸脱水素酵素を用いた L- アスパラギン酸の電気化

学的バイオセンシング， 日本農芸化学会，2009 年 03 月 27 日， 福岡国際

センター．

山本幸治・米田一成・大島敏久・麻生陽一

カイコ由来オメガクラス・グルタチオン転移酵素の発現ならびに機能解析，

日本農芸化学会，2009 年 03 月 27 日，福岡国際センター．

小山正樹・川上竜巳・大島敏久

Janthinobacteriumlividum 由来巨大グルタミン酸脱水素酵素のアミノ酸に

よる活性化の特徴， 日本農芸化学会，2009 年 03 月 27 日，福岡国際センター．

張小冬・原佑介・里村武範・土居克実・櫻庭春彦・大島敏久

内陸性超好熱性アーキア Pyrobaculum calidifontis 由来色素依存性 L- プロ

リン脱水素酵素（ProDH）の機能解析，日本農芸化学会　2008 年度大会，

2009 年 03 月 27 日，マリンメッセ福岡．
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米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・川村俊介・荒木朋洋・村岡郁夫・老川典夫

低温菌 Flavonobacterium fr igidimaris KUX-1 由来 L- スレオニン脱水素酵

素の構造解析， 日本農芸化学会，2009 年 03 月 27 日， 福岡国際センター．

趙瑩・土居克実・櫻庭春彦・大島敏久

低温菌 Sporosarcina psychrophila DSM 3 由来の L- ロイシン脱水素酵素

の精製と機能解析， 日本農芸化学会　2008 年度大会，2009 年 03 月 27 日，

マリンメッセ福岡．

岩井覚・福田耕才・土居克実・緒方靖哉

アルミニウムイオンに対する Thermus 属細菌の応答（その２），日本農芸

化学会　2008 年度大会，2009 年 03 月 28 日，マリンメッセ福岡．

徳永雄平・福田耕才・土居克実・大桃定洋・野村善幸・緒方靖哉

Lactobacil lus 属細菌のパウチ法 - サイレージにおける乳酸生産と硝酸還元

能の検討，日本農芸化学会　2008 年度大会，2009 年 03 月 28 日， マリン

メッセ福岡．

土居克実・藤野泰寛・大島敏久・緒方靖哉

地熱環境における高度好熱菌の生存とシリカ鉱物化，日本農芸化学会　

2008 年度大会，2009 年 03 月 29 日， 福岡国際会議場．

４．海外渡航

【家蚕遺伝子開発分野】

　　なし
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【植物遺伝子開発分野】

佐藤　光 フランス , University of Science and Technology of Lille，2008 年 08 月

熊丸敏博 中国 , 南京農業大学 , 2008 年 11 月

【微生物遺伝子工学分野】

海外出張・研修出張

大島，The University of Georgia（United States ofAmerica），国際会議，2008 年 10

月～ 2008 年 10 月

大島，Fo r s c h u n g a n l a g e J u e l i c h , I n s t i t u t f ue r　Biotechbnologie 2

（Germany），

その他，2008 年 04 月～ 2008 年 04 月

原，IRA（その他）， 国際会議，2008年 11月～ 2008年 11月

土居，カリフォルニア大学デービス校（United States　of America），その

他，2008年 08月～ 2008年 09月

土居， 大邱漢医大学校（Korea）， 国際会議，2008年 10月～ 2008年 10月

土居，カトマンズ大学（Nepal），大学・研究所訪問，2009年 03月～ 2009年 03月

５．外国人来訪者

【家蚕遺伝子開発分野】

Hossain MD Tofazzal（ Bangladesh Agricultural University ,Bangladesh）
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【微生物遺伝子工学分野】

Buckel，訪問教授，Max−Plank Institute　Marburg，Germany．

Wei Wen Su，訪問教授，Hawaii大学，United States of America．
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Ⅳ．遺伝子資源系統の保存・管理

遺伝子資源系統の分譲・収集

家蚕遺伝子開発分野

　本センター保存のカイコの系統は遺伝学を中心とする研究のための実験生物

として蒐集されているものである。保存系統はまずその主要目的形質によって

アルファベットで分類し、それに 2 位数を附し系統番号としている（同一起源

の分枝系は 3 位数）。分類記号の内容及びおよび、記号別保有数は以下の如くで

ある。2002 年 7 月からスタートした文部科学省ナショナルバイオリソースのカ

イコの中核拠点として本分野は活動している。それらは、下記の系統約 500 系

統がコアとなって行なわれている。

　p （地域型品種） １８ a （胚子，幼虫期致死） １８

　b （繭形・繭質） １７ c （繭色）    ２６

　d （卵形・卵殻色） ３０ e （卵色）    ２８

　f （幼虫肢・斑紋） ３７ g （幼虫斑紋）   １６

　i （幼虫眼紋・頭尾斑） １３ k （幼虫体色）   ２３

　l （幼虫体色） ２８ m （モザイク・畸形）  １６

　n （幼虫体形） ２６ o （油蚕）    ３５

　r （染色体異常・交叉率） １５ t （発育・眠性）   ２２

　u （蛹・成虫） ２０ w （連関分析用合成系） ２７

　x （分析未了の新突然変異） １３

　上記のほか淘汰育成中のもの並びに各種実験系があるが、これらは大文字の

記号を用いて区別しており、ここには含まれていない。以下、各保存系統につ

いて解明された遺伝情報のほか、交配形式、起源及び導入元・発見・交雑の年

次など主要な必要事項を記載する。蛋白質、酵素、染色体構成に関する情報の

多くは本研究班によって解明されたものである。記載様式は系統番号、交配形
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式（染色体構成）、卵・幼虫・繭・蛹・成虫の遺伝形質、備考として起源・品種・

交雑系統及び主要形質の誘発処理源、入手先、年次の順であるが、特記事項の

ない項目については省略する。また、例えば w-3 oe では白卵、幼虫皮膚透明（油

蚕）、蛹・成虫の複眼白色、と種々の発育段階で変異形質を発現するが、このよ

うな場合には “ 卵 ” の項にのみ記載している。交雑によりはじめて認知され得る

形質、蛋白質・酵素等の多型、未淘汰の混在系、致死性により正常を常に分離

するもの、等については（　）内に記号で記入し、特殊形質を標識するための

計画的分離形質は＆で併記している。また、L、ms 等については発現環節番号

を（　）内に示す。尚、交雑系統は原則として現番号で表示し、現有しないも

のについては品種名或いは大文字の記号を用いた。他機関からの受入系統は主

形質の起源を能う限り記したが、出現から導入までの経緯は定かでない。例え

ば a80 系統｛起源 春月系（カネボウ , × w31 × w32 × l90,1985 年）｝はカネボ

ウから春月系交雑種に生じた l-li を分離する系の分譲を受け、これに本センター

で w31,w32 さらに l90 系統を 1985 年に交雑し Xan を標識形質として導入され

た育成系統であることを示す。遺伝子情報の詳細はナショナルバイオリソース

プロジェクトのホームページに掲載している。

http: / /www.shigen.nig .ac . jp/s i lkwormbase/ index. jsp

（分譲）

2006 2007 2008

生物体での分譲
国内 676 件 574 件 738 件

国外 14 件 122 件 30 件

DNA での分譲
国内 439 件 304 件 154 件

国外 0 件 0 件 20 件

（開発）

広食性カイコ 73 系統：京都工芸繊維大学飼料の人工飼料利用
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Ⅴ．センター規程 

九州大学農学部附属遺伝子資源開発研究センタ一規程

　　( 趣旨 )

第一条 この規程は、九州大学農学部附属遺伝子資源研究センター ( 以下「セ

ンタ一」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

　　( センターの目的 )

第二条 センターは、遺伝子の保存、開発及び利用に関する研究を行うこと

を目的とする。

　　( 分野 )

第三条 センターに、次の分野を置く。

　　一　家蚕遺伝子開発分野

　　ニ　植物遺伝子開発分野

　　三　微生物遺伝子開発分野

　　( センターの長 )

第四条 センターに長を置き、農学部の責任及び兼任の教慢のうちから教授

会の識を経て選定する。

2 センターの長は、センターの管理及び運営を総括する。

3 センターの長の任期は、二年とする。

4 センタ一長は、再任されることができる。

　　( 運営委員会 )

第五条 センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、遺伝子資

源開発センター運営委員会 ( 以下「運営委員会」という。) を置く。

第六条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

　　一　センターの専任の教官のうちから選ばれた者三人

　　二　農学科、農芸化学科、林学科及び食糧化学工学科の専任の教授及び

准教授のうちから選ばれた者各一人

　　三　前二号に掲げる者以外の農学科の専任の教授、准教授及び講師のう

ちから選ばれた者一人
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　　四　農学部附属農場及び演習林の専任の教綬及び准教授のうちから選ば

れた者各一人

　　五　農学研究科遺伝子資源工学専攻の専任の教綬及び准教授のうちから

選ばれた者一人

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、農学部長が委嘱する。

第七条 委員長は、センターの長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を召集し、その議長となる。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代行する。

第八条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を聞き、議決

をすることができない。

2　運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

　　( 雑則）

第九条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事

項は、運営委員会の議を経て、センターの長が定める。

附則

1 この規程は、平成九年四月一日から施行し、平成九年四月十六日から適

用する。

2 九州大学農学部附属遺伝子資源研究センタ一規程 ( 昭和六十二年五月

二十九日施行 ) は、廃止する。
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Ⅵ．英文摘要 

INSTITUTE OF GENETIC RESOURCES

The institute of Genetic Resources had been established in May, 1987, and 

was then reorganized in April, 1997, within the Faculty of Agriculture, 

Kyushu University. The Institute is devoted to basic and applied studies on 

genetics with special interest in the stock maintenance of agriculturally

important organisms. Silkworm, rice and fermentative microorganisms are

chosen as the main materials from the viewpoint that their scientifi c

researches have been carried out and developed chiefl y in Japan. Emphasis

has also been placed on studies at molecular level to contribute to the

development of biotechnology and to establish gene libraries of these

biological resources.

Silkworm Genetics Division

BANNO, Yutaka Ph.D. Associate Prolessor

YAMAMOTO, Koji Ph.D. Assistant Prolessor

a) Linkage analysis of silkworm

b) Mutagenesis and teratogenesis in silkworm

c) Analysis of gene expression

d) Maintenance of the mutant stocks

e) Construction of a genetic linkage map of silkworm genome

f) Cytological studies of the delicient and translocated chromosomes
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Plant Genetic Division

SATOH, Hikaru Ph.D. Professor

KUMAMARU, Toshihiro Ph.D. Associate Professor

a) Collection, evaluation and preservation of rice genetic resources

b) Mutagenesis and mutation spectrum in race

c) Genetic analysis of induced mutants in rice: Starch, protein and lipid

  stored in grain

d) Genome analysis of the useful genes in rice

e) Isozyme variation in rice, barley and theirrelatives

Microbial Genetics Divislon

OHSHIMA, Toshihisa Ph.D. Professor

HARA, Toshio Ph.D. Associate Professor

DOI, Katsumi Ph.D.  Associate Professor

a) Screening of uselul enzymes Irom Extremophiles

b) Structural and lunctional analyses of extremozymes

c) Genetics and breeding in industrial microorganisms (Gene manipulation, 

Gene cloning and analysis, Gene expression and regulation)

d) Survey, development and preservation on microbial genetic resources (New 

enzymes and metabolites, Growth factors)

e) Differentiation and antibiotics production in genus Streptomyces (Genetics, 

Gene expression, Bioactive substances)

f) Bacteriophages and plasmids of industrial bacteria (Contamination and 

control, Functional analysis, Recombinant DNA, Vectors, Lytic enzymes)

g) Cell free translation / glycosylation system (Post-proteomics, Glycoprotein,  

Cell extracts, High throughput)
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Ⅶ．センター研究等配置図
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