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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名の振替え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 遺伝子資源開発学講座（昆

虫遺伝子資源学分野、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。

平成22年4月 農学研究院・学府組織改組に伴い、昆虫遺伝子資源学分野、植

物遺伝子資源学分野は、生命機能科学部門 システム生物学講

座に、微生物遺伝子工学分野は分子微生物学・バイオマス資源

科学講座に所属し、教育に参画した。
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3. 組織・教職員

センター長 日下部宜宏

家蚕遺伝子開発分野

准教授 伴野 豊 技術職員 西川 和弘

助教 山本 幸治 技術職員 田村 圭

学術研究員 藤井 告 技術職員 山本 和典

学術研究員 福森 善寿 技術補佐員 江口 誠一

植物遺伝子開発分野

教授 熊丸 敏博 特任助教 福田 真子

学術研究員 松坂 弘明

研究支援推進員 仲島 久美子

テクニカルスタッフ 藤田 喜久男

原田 良子

有隅 久美子

須山 奈緒美

技術補佐員 村田 亜紀

米田 未和子

微生物遺伝子開発分野

講師 土居 克実 テクニカルスタッフ 中嶋 ひとみ

山下 彰子

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NBRP（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

・ イネ種子貯蔵タンパク質の生合成･集積を制御する遺伝的機構の解明

・ ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)におけるイネ突然変異系統の

整備

・ 在来イネ遺伝子資源の保存と特性評価に関する研究
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微生物遺伝子開発分野

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. 遺伝子資源開発研究センター運営委員会委員（平成28年3月31日現在）

委員長 日下部 宜宏（資源生物科学部門）

准教授 熊丸 敏博 （遺伝子資源開発研究センター）

准教授 伴野 豊 （遺伝子資源開発研究センター）

講師 土居 克実 （遺伝子資源開発研究センター）

教授 久原 哲 （生命機能科学部門）

准教授 片倉 喜範 （生命機能科学部門）

教授 吉村 淳 （資源生物科学部門）

准教授 小名 俊博 （環境農学部門）

教授 南石 晃明 （農業資源経済学部門）

教授 望月 俊宏 （附属農場）

教授 大賀 祥治 （附属演習林）
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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

1) Yamamoto K, Yamada N, Identification of a diazinon-metabolizing glutathione 
transferase in the silkworm, Bombyx mori, Scientific Reports, 6, 30073 (2016)

2) Yamamoto K, Higashiura A, Suzuki M, Shiotsuki T, Sugahara R, Fujii T, Nakagawa 
A, Structural characterization of an aldo-keto reductase (AKR2E5) from the silkworm 
Bombyx mori, Biochemical and Biophysical Research Communications, 474, 104-110 
(2015)

3) Yamamoto K, Liu MC, Identification and characterization of a different type of 
cytosolic sulfotransferase of the silkworm, Bombyx mori, Journal of Insect 
Biotechnology & Sericology, 84, 3, 63-68 (2015)

4) Hino M, Kawanami T, Xu J, Morokuma D, Hirata K, Yamashita M, Karasaki N, 
Tatsuke T, Mon H, Iiyama K, Kamiya N, Banno Y, Kusakabe T, Lee JM, High-level 
expression and purification of biologically active human IL-2 using 
silkworm-baculovirus expression vector system, Journal of Asia-Pacific Entomology,
19(2), 313-317 (2016)

5) Yuasa M, Kiuchi T, Banno Y, Katsuma S, Shimada T, Identification of the silkworm 
quail gene reveals a crucial role of a receptor guanylyl cyclase in larval pigmentation, 
Insect Biochem. Mol. Biol, 68, 33-40 (2016)

6) Xu J, Zhang P, Kusakabe T, Mon H, Li Z, Zhu L, Iiyama K, Banno Y, Morokuma D, 
Lee JM, Comparative proteomic analysis of hemolymph proteins from Autographa 
californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV)-sensitive or -resistant silkworm 
strains during infections, Comp. Biochem. Physiol. Part D Genomics Proteomics, 16,
36-47 (2015)

7) Masuda A, Xu J, Mitsudome T, Nagata Y, Morokuma D, Mon H, Banno Y, Kusakabe 
T, Lee JM, Mass Production of an Active Peptide-N-Glycosidase F Using 
Silkworm-Baculovirus Expression System, Mol. Biotechnol, 57(8), 735-45 (2015)

8) Masuda A, Xu J, Mitsudome T, Morokuma D, Mon H, Banno Y, Kusakabe T, Lee JM, 
Improvement of Endo-β-N-acetylglucosaminidase H production using silkworm–
baculovirus protein expression system, Journal of Asia-Pacific Entomology, 18(2),
175-180 (2015)

9) Morokuma D, Mon H, Banno Y, Kusakabe T, Lee JM, Differential N-Glycan 
Modifications of Human Alpha 1-Acid Glycoprotein (α1AGP) Produced in Different 
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Silkworm Strains using the Baculovirus Expression System , J. Insect Biotech. Sericol,
84(2), 49-53 (2015)

10) Fujii T, Abe H, Kawamoto M, Banno Y, Shimada T, Positional cloning of the 
sex-linked giant egg (Ge) locus in the silkworm, Bombyx mori, Insect Mol. Biol, 24(2), 
213-21 (2015)

B. 著書・総説

1) 新開孝（著），伴野豊（監修），ぜんぶわかるカイコ，ポプラ社

2) 伴野 豊（分担著），清水長正，澤田結基編，日本の風穴，古今書院

C. 学会発表

1) Yamamoto K, Wilson DK, Crystal structure of an aldo-keto reductase with 
3-dehydroecdysone reductase activity from the silkworm, Bombyx mori, The 4th 
Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 2015 年 4 月 24 日,
Korea.

2) Yamamoto K, Suzuki M, Identification and crystal structure of bombykal-degradation 
enzyme of silkworm, Bombyx mori, International Symposium on Basic and Applied 
Research on Sericulture and Insect Sciences, 2015 年 4 月 21 日，Korea．

3) 山本幸治, 鈴木守，東浦彰史，中川敦史，カイコ由来 グルタチオ

ン転移酵素の 線結晶構造解析, 生化学会九州支部, 2015 年 5 月 17 日, 福岡．

4) 山本幸治 東浦彰史 塩月孝博 中川敦史 代謝能を有するアルド

ケト還元酵素の 線結晶構造解析 平成 年度昆虫機能利用学術講演会, 2015
年 9 月 27 日, 札幌.

5) 山本幸治, 昆虫フェロモンを代謝するアルドケト還元酵素の 線結晶構造解析

第 回 蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム, 2015年9月10日,
大分.

6) Yamamoto K, Yamada N, Identification of a diazinon-metabolizing enzyme in the 
silkworm, Bombyx mori, International Symposium on Biomolecular Sciences, 2015年
12月18日, Miyazaki.

7) 山本幸治, 山田直隆, カイコ由来 グルタチオン転移酵素 の機能

解析, 平成 年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会, 2016年3月17日, 京都.
8) 山本幸治, 山田直隆, を代謝するカイコ・グルタチオン転移酵素の機

能解析, 第 回日本農薬学会, 2016年3月18日, 島根.
9) 近藤勇介 上村望 溝口喬之 安藤俊哉 伴野豊 山本公子 山口淳一 藤

原晴彦 カイコ紋様突然変異体 における紋様形成機構

の解明 日本蚕糸学会第 回大会 年 月 日 京都

10) 伴野豊 福森寿善 長﨑紀代美 簑原由布子 藤井告 カイコ凍結保存技術
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の高度化に向けた フリーザーの有効性の検証（予報） 日本蚕糸学会第

回大会 年 月 日 京都

11) 福森寿善 長﨑紀代美 田村圭 山本和典 西川和弘 藤井告 伴野豊 精

巣を用いたカイコ凍結保存の可能性 日本蚕糸学会第 回大会 年 月

日 京都

12) 藤井告 長﨑紀代美 福森寿善 山本和典 田村圭 江口誠一 西川和弘

伴野豊 石亀蛹の遺伝学的解析と効率的保存方法の開発 日本蚕糸学会第

回大会 年 月 日 京都

13) 藤本章晃 嵯峨新樹 伊藤克彦 伴野豊 安河内祐二 佐原健 カイコ体色

遺伝子 の変異系統における逆位領域の探求 日本蚕糸学会第 回大会

年 月 日 京都

14) 竹田津桜 門野敬子 伴野豊 小林淳 クワコの蛹期間調節遺伝子同定を目

的とした染色体置換カイコ系統の作製 日本蚕糸学会第 回大会 年 月

日 札幌

15) 山本和典 藤井告 田村圭 西川和弘 江口誠一 太田幸一 伴野豊 姫日

油蚕 に見られる特異な形質発現と原因遺伝子領域の絞り込み 日本蚕糸

学会第 回大会 年 月 日 札幌

16) 藤井告 山本公子 伴野豊 キサンチン酸化酵素の注射で皮膚が不透明化す

る油蚕の遺伝学的解析 日本蚕糸学会第 回大会 年 月 日 札幌

17) 福森寿善 長﨑紀代美 簑原由布子 藤井告 伴野豊 持田裕司 竹村洋子

除殻卵胚子の凍結保存の可能性 日本蚕糸学会第 回大会 年 月 日

札幌

植物遺伝子開発分野

A. 原著論文

1) Toyosawa Y, Kawagoe, Y, Matsushima R, Crofts N, Ogawa M, Fukuda M, Kumamaru 
T, Okazaki Y, Kusano M, Saito K, Toyooka K, Sato M, Ai Y, Jane JL, Nakamura Y, 
Fujita N, Deficiency of starch synthase IIIa and IVb alters starch granule morphology 
from polyhedral to spherical in rice endosperm.          
Plant Physiology, 170 (3), 1255-1270 (2016) 

2) Khatab AI, Morsy AR, Fares WM, Kumamaru T, Genetic diversity of soybean 
genotypes revealed by Agro-morphological and SSR markers.
J. Fac. Agr., Kyushu Univ. 61 (1), 79-87 (2016) 

3) Wen L, Fukuda M, Sunada M, Ishino S, Ishino Y, Okita TW, Ogawa M, Ueda T, 
Kumamaru T, Guanine nucleotide exchange factor 2 for Rab5 proteins coordinated 
with GLUP6/GEF regulates the intracellular transport of the proglutelin from the Golgi 
apparatus to the protein storage vacuole in rice endosperm.
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Journal of Experimental Botany, 66 (20), 6137-6147 (2015) 
4) Tanaka W, Ohmori Y, Ushijima T, Matsusaka H, Kumamaru T, Kawano S, Hirano H,

Axillary meristem formation in rice requires the WUSCHEL ortholog TILLERS 
ABSENT1. The Plant Cell, 27, 1173-1184. (2015)

著書

1) 熊丸敏博，ベトナムにおける種子成分の遺伝的多様性に関する研究. 世界のジ

ャポニカ米市場と日本産米の競争力，伊東正一(編), 農林統計出版, 東京, 193-198
(2015) 

B. 学会発表

1) Elakhdar A., Abdelsattar A, Elakhdar E, Kumamaru ., Association mapping for drought 
and salinity tolerance related-traits in barley,
日本育種学会, 2016 年 3 月 21 日, 横浜市立大学

2) 松本光梨, 安居佑季子, 熊丸敏博, 平野博, 葉の表皮組織に部分的欠損を持つイ

ネ変異体の解析, 日本育種学会, 2016 年 3 月 21 日, 横浜市立大学.
3) 藤田直子, 齊藤雄飛, 三浦聡子, 保坂優子, クロフツ尚子, 渡辺紀之, 熊丸敏博,

炊飯米が高水分吸収性で低糊化温度澱粉の性質をもつスターチシンターゼ

SSIIa 欠損変異体米の単離,
日本育種学会, 2016 年 3 月 21 日, 横浜市立大学.

4) Elakhdar A, Amer K, Abdelsattar A, Kumamaru T, Microsatellite markers linked to salt 
tolerance in barley "Hordeum vulgare L",
日本育種学会, 2015 年 9 月 12 日, 新潟大学.

C. 特許出願

1) 藤田直子, クロフツ尚子, 熊丸敏博, 齊藤雄飛, 渡辺紀之,
イネ変異体、食品、及びイネ変異体の作出方法,
特願2016-042337（平成28年3月4日出願）

D. データベース等

突然変異系統データベース （Oryzabase上）

http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/
TILLINGオープンラボ (Oryzabase上)
http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/tilling/openLab
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

－ 8－



微生物遺伝子開発分野

A. 原著論文

1) Kobayashi J, Yukimoto J, Shimizu Y, Ohmori T, Suzuki H, Doi K, Ohshima T,
Characterization of Lactobacillus salivarius alanine racemase: short-chain 
carboxylate-activation and the role of A131, SpringerPlus, 4, 639 (2015)

2) Sakihara K, Maeda J, Tashiro K, Fujino Y, Kuhara S, Ohshima T, Ogata S, Doi K,
Draft genome sequence of thiostreptone producing Streptomyces azureus ATCC 
14921, Genome Announc., 3, e01183-15 (2015)

3) Suzuki H, Kobayashi J, Wada K, Furukawa M, Doi K, Thermoadaptation-directed 
enzyme evolution in an error-prone thermophile derived from Geobacillus 
kaustophilus HTA426, Appl. Environ. Microbiol., 81, 149-158 (2015)

4) Wada K, Kobayashi J, Furukawa M, Doi K, Ohshiro T, Suzuki H, A thiostrepton 
resistance gene and its mutants serve as selectable markers in Geobacillus 
kaustophilus HTA426, Biosci. Biotechnol. Biochem., 80, 368-375 (2016) 

5) Nagayoshi Y, Kumagae K, Mori K, Tashiro K, Nakamura A, Fujino Y, Hiromasa Y,
Iwamoto T, Kuhara S, Ohshima T, Doi K, Physiological properties and genome 
structure of the hyperthermophilic filamentous phage φOH3 which infects Thermus 
thermophilus HB8, Front. Microbiol., 7, 50 (2016)

B. 学会発表

1) 前田純平, 十時繁幸, 大島敏久, 土居克実, 乳酸菌 Lactobacillus otakiensis にお

けるD-分岐鎖アミノ酸の局在と機能, 第52回化学関連支部合同九州大会, 2015
年 6 月 27 日, 北九州国際会議場.

2) Nguyen CT, 永吉 佑子, 藤野 泰寛, 土居 克実, Isolation and characterization of 
bacteriophage of Enterobacter asburiae, a cause of soft rot disease of plants in 
Vietnam, 第 52 回化学関連支部合同九州大会, 2015 年 6 月 27 日, 北九州国際会

議場.
3) 十時繁幸, Characterization and role of branched chain amino acids and cysteine 

racemase, The third annual International Conference of Undergraduate Research 
(ICUR) 2015, 2015 年 9 月 29 日, 九州大学伊都キャンパス.

4) 千羽啓太, Holin from Bacteriophage OH2 induces apoptotic death of cancer cell, 
The third annual International Conference of Undergraduate Research (ICUR) 2015, 
2015 年 9 月 30 日, 九州大学伊都キャンパス.

5) 中村彩乃, 永吉佑子, 藤野泰寛, 土居克実, 好熱性繊維状ファージ OH3 の遺

伝子機能解析, 日本生物工学会第 67 回大会, 2015 年 10 月 27 日, 城山観光ホテ

ル

6) 黒木未知瑠, 千羽啓太, 原田額郎, 片倉喜範, 土居克実, 各種ガン細胞におけ
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る好熱性ファージOH2 由来 Holin の効果とアポトーシス誘導, 日本生物工

学会第 67 回大会, 2015 年 10 月 27 日, 城山観光ホテル.
7) 永吉 佑子, 相川 浩輝, 熊谷 健太, 藤野 泰寛, 土居 克実, 地熱環境から単

離した Thermus 属繊維状ファージの特性解析, 日本生物工学会第 67 回大会,
2015 年 10 月 27 日, 城山観光ホテル.

8) 前田純平, 十時繁幸, 大島敏久, 土居克実, 乳酸菌 Lactobacillus otakiensis にお

ける D-分岐鎖アミノ酸の局在と機能, 日本生物工学会第 67 回大会, 2015 年 10
月 28 日, 城山観光ホテル.

9) 黒木未知瑠, 千羽啓太, 原田額郎, 片倉喜範, 土居克実, 好熱性ファージ由来

Holin のミトコンドリア局在によるガン細胞のアポトーシス誘導, 第 22 回日本

生物工学会九州支部宮崎大会, 2015 年 12 月 5 日, 宮崎大学.
10) 永吉佑子, 相川浩輝, 熊谷健太, 藤野泰寛, 土居克実, 地熱環境から単離した

Thermus 属繊維状ファージの特性解析, 第 22 回日本生物工学会九州支部宮崎

大会, 2015 年 12 月 5 日, 宮崎大学.
11) 黒木未知瑠, 千羽啓太, 原田額郎, 片倉喜範, 土居克実, 好熱性ファージ由来

Holin のミトコンドリア局在によるガン細胞のアポトーシス誘導, 微生物学の

新たな発展，ゲノムから機能・実用に関する九州シンポジウム, 2015 年 12 月 6
日, ANA ホリデイ・インリゾート宮崎.

12) 永吉佑子, 相川浩輝, 熊谷健太, 藤野泰寛, 土居克実, 地熱環境から単離した

Thermus 属繊維状ファージの特性解析, ゲノムから機能・実用に関する九州シ

ンポジウム, 2015 年 12 月 6 日, ANA ホリデイ・インリゾート宮崎.
13) 東大輔, 田上諒, 藤野泰寛, 土居克実, 過飽和シリカを誘導剤とするタンパク

質発現システムの構築, 第 10 回日本ゲノム微生物学会, 2015 年 3 月 4 日, 東京

工業大学.
14) 千羽啓太, 好熱性ファージOH2 由来 Holin によるガン細胞のアポトーシス誘

導と新規ガン遺伝子治療法の開発, 第 5 回サイエンス・インカレ研究発表会,
2016 年 3 月 5 日, 神戸国際会議場.

15) 白丸優貴, 永吉侑子, 田代康介, 藤野泰寛, 土居克実, 高度好熱菌 Thermus 
thermophilus におけるファージOH16 感染時の CRISPR/Cas の応答,日本農芸化

学会 2016 年度大会, 2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.
16) 永吉侑子, 田代康介, 熊谷健太, 相川浩輝, 藤野泰寛, 土居克実, 地熱環境から

単離した好熱性繊維状ファージの特性解析,日本農芸化学会 2016 年度大会,
2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.

17) 海谷京香, 藤野泰寛, 土居克実, 西本悦子, 廣政恭明, リガンドによるピルビ

ン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ 2 の動的構造変化, 日本農芸化学会 2016 年度

大会, 2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.
18) 岡田智紗, 藤野泰寛, 花島映里, 横山拓史, 上田晃, 土居克実, 好熱性細菌によ

るシリカ沈殿機構の解明, 日本農芸化学会 2016年度大会, 2016年 3月 29日, 札
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幌コンベンションセンター.
19) 十時繁幸, 前田純平, 牟田口祐太, 大島敏久, 土居克実, 乳酸菌 Lactobacillus 

otakiensis における D-分岐鎖アミノ酸の局在と機能, 日本農芸化学会 2016 年度

大会, 2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.
20) 千羽啓太, 黒木未知瑠, 原田額郎, 片倉喜範, 土居克実, 各種ガン細胞におけ

るファージ由来溶菌酵素 Holin の効果とアポトーシス誘導, 日本農芸化学会

2016 年度大会, 2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.
21) キム ミナ, マルトノ ヒンドラ, 永吉侑子, 前田純平, 藤野泰寛, 土居克実,

Characterization of lytic enzymes from thermophilic bacteriophage OH2, 日本農芸

化学会 2016 年度大会, 2016 年 3 月 29 日, 札幌コンベンションセンター.
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2. 原著論文要旨

家蚕遺伝子開発分野
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植物遺伝子開発分野
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微生物遺伝子開発分野
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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

システム生物学教育コースとして大学院教育に参画

【植物遺伝子開発分野】

大学院生物資源環境科学府（博士課程）

中村哲洋 Study on rice sugary2 mutation altering amylopectin structure in
both storage and photosynthetic tissues

Ammar El-Akhdar  The recognition assay of termination codon by ESP1/eRF1

【微生物遺伝子開発分野】

農学部生物資源環境科学科（学士課程）

千羽 啓太 各種ガン細胞における好熱性ファージφOH2溶菌酵素

Holinのアポトーシス誘導機序の解明

十時 繁幸 乳酸菌のD-システインラセマーゼ遺伝子の探索と機能解析

大学院生物資源環境科学府（修士課程）

黒木 未知瑠 好熱性ファージφOH2由来溶菌酵素holinによるガン細胞のア

ポトーシス誘導

児玉 恵子 好熱性ファージφOH16の複製機構の解明

酒井 紀利人 好熱好酸性アーキアに感染する新規ウイルスの探索と性状解

析
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東 大輔 地熱環境におけるシリカ沈殿形成メカニズムの研究

前田 純平 L. otakiensis由来D-分岐鎖アミノ酸ラセマーゼの性質とその役

割

Jimmy Kayumba アフリカ原産乳酸発酵物より分離した乳酸菌の多様性解析

Kim MinA 好熱性ファージ由来耐熱性溶菌酵素を用いたファージセラ

ピー技術の開発

岡田 智沙 地熱発電量を10倍化する微生物バイオミネラリゼーション

技術の開発

白丸 優貴 高度好熱菌におけるCRISPR/Cas免疫系の解明と利用

中村 彩乃 Thermus属繊維状ファージの宿主認識およびアセンブリ機構

の解明

大学院生物資源環境科学府（博士課程）

永吉 佑子 極限環境ウイルスの構造・機能解析と分子進化の解明

2. 科学研究費・共同、受託研究等

【家蚕遺伝子開発分野】

基盤研究（B）研究代表 山本 幸治

「プロスタグランジンは新たな昆虫成長制御因子となるか？」

ナショナルバイオリソースプロジェクト中核的拠点整備プログラム

課題管理者 伴野 豊

「カイコバイオリソースの収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」

挑戦的萌芽研究 研究代表 伴野 豊

「CAS冷却を用いたカイコの永久保存システムの構築に関する基盤研究」

挑戦的萌芽研究 研究分担 伴野 豊

－ 32 －



「モデルに基づく染色体組成操作による蛹休眠カイコの創出」

【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

機関代表 熊丸敏博 「イネ属の多様性を生かすリソース基盤の構築（多様な高品

質イネ実験系統の整備）」

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、発展融合ステージ

研究統括者 熊丸敏博 「米油原料用イネの作出と利用に関する研究・開発」

National Science Foundation, Plant Genome Research Project,
Co-PI, Toshihiro Kumamaru,  ”Deciphering the role of RNA binding proteins in RNA 
transport, localization and post-transcriptional processes in plants”

基盤研究 (A) 研究分担 熊丸敏博

「外国産ジャポニカ米の官能食味試験および国産米競争力分析に関する学際研究」

基盤研究(C) 研究分担 熊丸敏博

「水稲玄米の登熟過程における貯蔵タンパク質蓄積に関する遺伝的制御機構の解

明」

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、発展融合ステージ

研究分担 熊丸敏博

「難消化性澱粉構造と高水分吸収性を有する変異体米を用いた低カロリー食品の

開発」

JFCインターナショナル国際共同研究（米国）加州米品種改良プロジェクト

研究分担 熊丸敏博

【微生物遺伝子開発分野】

基盤研究 (B) 研究代表 土居克実

「地熱環境における好熱性微生物によるシリカバイオミネラリゼーション形成の

統合解析」

基盤研究 (B)（海外）研究分担 土居克実

「ネパール野生キノコのライブラリーと健康機能を含むデータベースの構築」
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小林国際奨学財団研究助成 研究代表 土居克実

「乳酸発酵過程における D-アミノ酸代謝機構の網羅的解析と効率的 D-アミノ酸生

産法の開発」

NEDO エネルギー・環境新技術先導プログラム 研究分担 土居克実

「地熱発電量を 10 倍化する酸性熱水利用および還元井減衰防止技術の開発」

JST A-STEP 研究成果最適展開支援プログラム 研究代表 土居克実

「耐熱性溶菌酵素を用いたファージセラピー基盤の開発」

3. 講演会・セミナー・講習会

【家蚕遺伝子開発分野】

伴野 豊

九州大学 夏休み公開講座 2015 年 7 月

九州大学 福岡県箱崎中学校職場体験学習協力 2015年8月
九州大学 カイコの形質評価と利用に関する講習 2015 年 5 月

九州大学 学振「ひらめきときめきサイエンス」協力 2015年7月

【植物遺伝子開発分野】

熊丸敏博

国際学術交流講演、中国農業科学院煙草研究所 (青島).  2015年11月

Genetic mechanism of the intracellular transport and accumulation of glutelin in rice. 
International Symposium: Protein trafficking and intracellular signaling of plant and fungal 
cells. Kyushu university progress 100. (Fukuoka) , 2016年2月

【微生物遺伝子開発分野】

土居 克実

テレビ西日本 土曜NEWSファイルCUBE「がん細胞と戦う温泉ウイルス」

4. 海外渡航

【家蚕遺伝子開発分野】
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山本 幸治

韓国，Daegu，International symposium on basic and applied research on sericulture and 
insect sciences,  2015年4月

韓国，Pusan，The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology,  
2015年4月

【植物遺伝子開発分野】

熊丸 敏博

中国，中国農業科学院煙草研究所（青島）、中国科学院植物学研究所（北京）

2015年11月．

【微生物遺伝子開発分野】

土居 克実

タイ王国, Khon Kaen, The 6th international conference on fermentation technology for 
value added agricultural products 2015年7月

ミャンマー連邦 Yangon, JDS留学生（九州大学受入分）現地面接及びミャンマー

教育研究機構視察、2016年1月

5. 訪問研究員等

【植物遺伝子開発分野】

Abdelghany Sobhy Abdelghany Shaban, 訪問研究員, Faculty of Science, Al-Azhar 
University, 2016年1月～2016年3月, エジプト

【微生物遺伝子開発分野】

Onanong Pringsulaka 訪問研究員, Srinakharinwirot University, 2015年12月, タイ王

国

IV. 遺伝子資源の保存、収集の状況

【家蚕遺伝子開発分野】
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本センター保存の家蚕（カイコ）系統は、アカデミックリソースとしては、世界

最大のコレクションであり、カイコ研究の拠り所として国の内外の研究者から利用

されている。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

（NBRP）のカイコの中核拠点として本分野は指定され、本センターの果たすべき

役割は益々高まっている。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。それらは、下記の

系統約 500 系統がコアとなっている。コア系統の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 さ れ て い る 。

http://www.shigen.nig.ac.jp/silkwormbase/index.jsp
コア系統以外に TG（ゲノム改変カイコ）系統 138 系統、クワコへカイコを連続

戻し交配して作成した染色体置換系統 53 系統、ケミカルミュータジェネシス

(ENU)25 系統、他機関から寄託された系統等が維持されている。

p （地域型品種） ２３ a （胚子，幼虫期致死） ２０

b （繭形・繭質） １７ c （繭色） ２５

d （卵形・卵殻色） ３５ e （卵色） ２８

f （幼虫肢・斑紋） ３８ g （幼虫斑紋） １７

i （幼虫眼紋・頭尾斑） １３ k （幼虫体色） ２４

l （幼虫体色） ２８ m （モザイク・畸形） １７

n （幼虫体形） ２８ o （油蚕） ４０

r （染色体異常・交叉率） １６ t （発育・眠性） ２５

u （蛹・成虫） ２１ w （連関分析用合成系） ２７

x （分析未了の新突然変異） １４

（提供：系統の分譲件数）

本分野の過去５年間のカイコ系統の分譲件数を示す。分譲依頼者は、研究、教育

関係が大半である。農学部、理学部系から依頼が多いが近年は薬学関係からの依頼

も増えている。哺乳類等の代替の実験生物としての利用が創薬分野で広がっている。

2011 2012 2013 2014 2015

生物体

での分譲

国内 733件 910件 973件 1295件 609件

国外 94件 117件 178件 75件 128件
DNA
での分譲

国内 0件 76件 470件 20件 205件

（カイコバイオリソースに関する専門知識・情報の提供）

－ 36 －



リソース分譲の増加と共にカイコに関する生物学的知識、利活用に関する専門知

識、技術相談、研修依頼、また来訪者への対応が増大している。その主な項目を下

記に列挙する。括弧内は主な対象者。

・ カイコ突然変異体を中心とした形質特性、起源に関する情報提供（研究者、院

生）

・ 研究に適した系統の選出依頼や、研究計画に対する助言依頼（研究者、院生）

・ カイコバイオリソースに関する遺伝を中心とした文献や知識の提供（研究者、

院生）

・ カイコの系統維持に関する専門知識の提供（研究者、教育関係者）

・ カイコ系統の凍結保存に関する技術移転に関する相談（研究者）

・ 桑の分譲、栽培に関する専門知識の提供（研究者、一般）

・ カイコ全般に関する知識提供（教員、一般）

・ 養蚕に関する知識、技術の提供（農業関係者、一般）

・ カイコの教材としての活用方法に関する相談（教員、教育関係者）

・ 報道、出版機関からのカイコ、養蚕に関する問い合わせや専門用語の解説依頼

や知識の提供、監修依頼（報道、出版関係者）

・ カイコを用いたイベント開催に関するアドバイスや講演依頼（教員、自治体関

係者、一般）

（カイコ系統の保存事業）

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課研究開発施設共用等促進費補助金（ナ

ショナルバイオリソースプロジェクト）の支援を受け実施

１）カイコバイオリソースの収集と管理

・ゲノム改変系統を 系統収集した。

・ 誘発新規突然変異系統を 系統収集した。

・１本の常染色体のみをｸﾜｺの染色体で置換することを最終目的としたｺﾝｿﾐｯｸ系統

を 系統収集した。

・既存の保有系統の遺伝的特性の調査を行い、新規変異体候補を 系統見出した。

・ リソースの収集は 個体（カイコ 個体、クワコ 個体）であった。

２）カイコバイオリソースの安全かつ効率的な保存体制の構築 
・750系統のカイコ系統を飼育し、卵、幼虫、蛹時期に形質の評価を行い、平成28
年度へと継代する保存業務を行った。 
・凍結保存の実用化に取組み、新規に147系統の凍結保存を行った。累計の凍結保

存数は750系統となった。凍結保存技術については日本蚕糸学会第85回大会グルー

プ研究会（札幌市9月27日）でユーザーに広く広報した。 
・新たに３種類の致死遺伝子について、効率的に系統維持を行うために分子マーカ

ーを設計した。 
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・DNAリソース1610個体を保存した。 
・カイコで実施している凍結卵巣による保存方法が、野蚕リソースにも有効である

か、分担機関と協力して試験を行った。非休眠性で年間に亘る飼育が必要となって

いるイチジクカサン、エリサンについて先ず試験を行った。その結果、両種共にカ

イコで開発した技術が有効で、受精卵が得られ、次世代の幼虫も正常に発育した。

野蚕リソースに関しても凍結保存の実用化が期待される大きな成果を得た。 
・バックアップ体制の整備として以下のことを実施した。九州大学保存のコアリソ

ース 495 系統については保管の委託契約先である長野県松本市の風穴で、信州大学

の野蚕系統は九州大学でバックアップ保存する為に、リソースの移動、管理を行な

った。

３）高品質なカイコバイオリソースの保存と提供

・日常の飼育室管理、栄養状態の良い桑葉を確保するための桑園管理（福岡市4ヶ
所、指宿市1ヶ所）を行った。 
・提供に備えるため、第１期の飼育（5月〜6月）において、浸酸種、冷浸種、人工

越年種を、オリジナル系統を中心に約500系統で採卵を行った。その卵を基本に、

年間計５回の桑葉飼育を行い、幼虫、蛹、成虫を準備し、提供事業を行った。 
・提供件数は予定数 1,200 件（個体 1100 件、DNA100 件）に対し、942 件（個体

737 件、DNA 205 件）であった。

４）桑園管理

カイコ飼育には餌となる桑の確保が必要で、本分野の業務は桑園管理から行われ

ている。桑園管理は、施肥、除草、病害虫、剪定、収穫など幅広い分野に関する知

識と経験が必要な業務であり、農場職員の協力のもと行っている。大学移転が進行

中であるが、桑園に関しては一部を早期に移転する計画となっているため、既に

H25 年より伊都第３工区において造成工事が進み、桑の栽植を行っている。本年度

（平成 27 年度）には第３工区に続き、第４工区南の桑園３圃場も完成し、３月に

は桑苗の植付けを行った。この対応が通常の箱崎地区の桑園管理と進行しているた

め、非常に多忙となっている。

第３工区の圃場整備で、排水に問題があり、大半を抜き、再度植え直しを行うこ

とになったことは昨年度に報告した。第４工区でも同様な問題が発生し、施設部、

工事業者、コンサルタント業者、農学研究院長、同圃場計画専門委員会を始めとし

た関係各位と頻繁に対応を協議して改善をはかった。

原町農場では、昨年度に続き、跡地処分のための遺跡調査が行われた。調査面積

の拡大が要請され、本年度の春蚕期は桑重量で 700 キロとなり、５齢期の１日しか

収穫ができなかった。当初からこの計画は関係者と協議し、香椎浜桑園を春蚕用に

仕立て使用する対応をとった。

指宿試験地では、冬期間でも摘桑が可能な沖縄グワを中心に栽培している。近年

NBRP 事業の拡大で冬期間の桑の需要が高まっている。このため、指宿での栽培強

化をはかっている。
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◎ 年度の桑園移転に伴う管理業務の主なものは以下の通りである。

４月

第３工区桑苗植え付け後、条間に明渠排水を作成。

５月

第４工区の作土層に還元層を確認。状況を改善させるため現地立会及び協議。

圃場の表土を２０ｃｍすべて取り除く。

６月から８月

第４工区モンパ病調査の実施。桑条を２カ月間圃場に埋設。その後掘り起こしモ

ンパ病診断のため植物病理関係の先生方（土屋健一教授、古屋成人准教授、松元賢

准教授）に協力を頂く。結果陰性。

９月

第４工区圃場表土２０ｃｍ剥ぎ取り。しかし排水性がよくないため関係各位と対

策を協議。暗渠排水工事を行うことになった。また、作土層に石礫が多いため石礫

破砕工事も行うことになった。

１月

暗渠排水、石礫破砕工事実施。

２月

来春、納入予定の桑苗（ 本）の穂木を群馬大竹桑園へ送付。

第３工区、第４工区土壌改良のためピートモス、牛糞堆肥を搬入、撹拌。

３月

群馬大竹桑園から昨年発注していた桑苗が届く。第３工区下段圃場（ ㎡）、

第４工区 〜 圃場（ ㎡）（総計 ㎡）に植付け（ 本）を行った。この

結果、伊都での桑園は昨年度までに植え付けた第３工区上段を含め、面積で

㎡、桑本数で 本となった。
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【植物遺伝子開発分野】

現在保存している品種系統の分類基準とその数を以下に示す。

HO系統 国内外の品種系統 1, 398系統

LO系統 1962ｰ1965年収集したわが国在来品種 1, 341系統

IBP系統 FAO 国際共同研究供試品種 276 系統

UP系統 国内外の陸稲品種 342 系統

CM系統 化学変異源処理突然変異系統 5, 715系統

EM系統 胚乳形質に関する突然変異系統 1, 764系統

計 10, 836 系統

これらの系統の一部をデータベースとして公開している。

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

NBRPにおいて開設したTILLINGオープンラボに国内外の研究者を受け入れている。

http://www.shigen.nig.ac.jp/rice/oryzabaseV4/tilling/openLab

遺伝子資源系統の導入と分譲

年次 開発系統 導入(件数-系統数) 分譲(件数-系統数)
国内 国外 国内 国外

2015 560 10-1044 0-0
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【微生物遺伝子開発分野】

微生物遺伝子開発分野における菌株の収集と保存は、発酵学講座、微生物工学

講座など応用微生物関連講座での有用微生物の探索とその研究過程で得られた

分離株及び変異株の収集・保存に始まる。これら菌株の多くはアルコール、有機

酸、アミノ酸、核酸、抗生物質、酵素等の発酵、食品、医薬、化学工業にまたが

る広範囲の各種有用物質の生産に利用されている。また、産業廃棄物の処理と資

源化、炭酸ガス処理を含む地球環境の改善に係わる環境科学の基礎的・応用的研

究にも大きく貢献している。

現在、以下のような菌株を保存している。

I. 細菌

（A）基準株 Bacillus属、Cellulomonas属、Lactobacillus属、Lactococcus属、

Pseudomonus属、Thermus属および大腸菌 66種147株
（B）分離株 Bacillus属、Geobacillus属、Ureibacillus属、Lactobacillus属、Lactococcus
属、Pediococcus属、Pseudomonus属、Enterococcus属及びThermus属 43種1104株
（C）変異株 Bacillus属、Geobacillus属、Lactobacillus属およびThermus属 23種
185株

II. 放線菌

（A）基準株 Micromonospora属、Nocardia属、Rodococcus属、Streptomyces属
およびStreptoverticillium属 155種171株
（B）分離株 Streptomyces属 5種5株
（C）変異株 Streptomyces属 10種311株

III. プラスミド

（A）導入プラスミドベクター 大腸菌、枯草菌（含む納豆菌）、乳酸菌、

放線菌および酵母系統 165種類

（B）分離プラスミド 枯草菌（含む納豆菌）、乳酸菌および放線菌系統

127種類

（C）変異・構築プラスミド 4300種類以上

IV. ファージ

（A）導入ファージ・ファージベクター 大腸菌、乳酸菌、放線菌系統 35種類

（B）分離ファージ 乳酸菌および放線菌、アーキア系統 207種類

（C）変異・構築ファージ 大腸菌、乳酸菌および放線菌系統 85種類

V. 糸状菌
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（A）基準株 Aspergillus属、Mucor属およびPenicillium属 3種25株

VI. 酵母

（A）基準株 Saccharomyces属およびCandida属 3種3株

VII. 昆虫培養細胞

Bombyx属、Spodoptera属及びTrichoplolsia属 7種11株

VII. 昆虫ウイルス及び組換え体

（A）昆虫ウイルス 5種類

（B）組換え体ウイルス 6種類

上記以外の有用微生物資源については、現在、発酵学教室及び微生物工学教室に

おいてそれぞれ保存・管理されている。

（導入）

製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター

Staphylococcus aureus NBRC 12732
Staphylococcus aureus NBRC 14462
Pseudomonas aeruginosa NBRC 12689
Enterococcus faecalis NBRC 100482
Klebsiella pneumoniae NBRC 3512
Acinetobacter baumannii NBRC 109757
Enterobacter aerogenes NBRC 13534

（分譲）

Dr. Rotem Sorek（Professor, Department of Molecular Genetics, Weizmann Institute of 
Science, イスラエル）

バクテリオファージ OH3
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V. センター規程

九州大学農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター規程

（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

ター」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

二 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授のうちから教授会の

議 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 センター長は、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助教授

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、助教授及び講師のうちから

選 ばれた者一人

四 農学部附属農場及び演習林の専任の教授及び助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授及び助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。
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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、議事を開き、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ー規程（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 scientific 
researches have been carried out and developed chiefly 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 Professor
YAMAMOTO, Koji Ph.D. Assistant Professor

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 deficient and translocated chromosomes
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Plant Genetic Division
KUMAMARU, Toshihiro Ph. D. Professor

a) Resolution of the mechanism controlling the transport and the accumulation of the seed 
storage proteins in rice. 

b) Construction of the rice mutation pool.
c) Conservation and evaluation of rice genetic resources.

Microbial Genetics Division
DOI, Katsumi Ph.D. Associate Professor

a) Survey, development and preservation of microbial genetic resources 
b) Genetics and breeding of industrial bacteria: Streptomyces, Lactobacillus,

Bacillus, Thermus, etc
c) Functional analysis and application of novel and useful genes found in industrial 

bacteria 
d) Isolation and characterization of bacterial and archeal viruses
e) Investigation of biomineralization in geothermal environment

－ 47 －



VII. センター研究棟配置図

家蚕遺伝子開発分野

Tel. 092-621-4991, 092-624-1011
Fax. 092-641-1011, 092-624-1011

植物遺伝子開発分野

Tel.＆ Fax.  092-642-3056, 3057, 3058

微生物遺伝子開発分野

Tel.＆ Fax.  092-642-3053, 3054, 3059

画面上の情報をすべて見るには、 "印刷" をク
リ ッ クします。

植物遺伝子開発分野（2階） 
微生物遺伝子開発分野（4階）

家蚕遺伝子開発分野

旧工学部 号館 
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編集後記

九州大学農学研究院遺伝子資源開発研究センター年報第18号を発刊致しまし

た。平成27年度は、遺伝子資源開発研究センター長として引き続き日下部宜宏先

生が就任され、センターの運営にご尽力いただいております。

平成27年4月現在、本センターの教員数は4名ですが、全員の力を合わせ、更な

るセンターの発展に邁進する所存であります。今後とも、本センターの活動にご

支援とご教示いただきますよう、お願いいたします。

編集者

熊丸 敏博

伴野 豊

土居 克実

山本 幸治
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