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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 テクニカルスタッフ 藤田 喜久男 
准教授 久保 貴彦 テクニカルスタッフ 原田 良子 
特任助教 福田 真子 テクニカルスタッフ 有隅 久美子 
特任助教 松坂 弘明 テクニカルスタッフ 須山 奈緒美 
研究支援推進員 仲島 久美子 技術補佐員 村田 亜紀 
  技術補佐員 米田 未和子 
    

 
微生物遺伝子開発分野   
教授 土居 克実 技術補佐員 守川 佳乃子 
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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 
 
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29年3月31日現在） 
 

委員長 日下部 宜宏 （資源生物科学部門） 
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） 
教授 土居 克実 （遺伝子資源開発研究センター） 
准教授 田代 康介 （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 
部門 講座 研究分野  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資 
源 
生 
物 
科 
学 

 
 
 
 
 
 

農業生物化学 

植物育種学 

作物学 
 
 

植物生産生理学 
植物病理学 
園芸学 
動物学 

蚕学 

昆虫学 
 

生物的防除実験施設
天敵微生物学 
天敵昆虫学 
生物保護管理学 
農業生産生態学(農場) 

植物光生理学(SSP) 
 
 
 
 

動物・海洋生物科学 

家畜生体機構学 
 

附属農場 
家畜繁殖生産学 
畜産化学  
代謝・行動制御学 
家畜生産生態学(農場) 

海洋生物学 

水産増殖学 
 

水産実験所 
水産生物環境学 
ｱｸｱﾌｨｰﾙﾄﾞ科学(水実) 

持続型農業生産学(連携講座) 持続型農業生産学(連携) 

 
 
 
 
 
 
 
 
環 
境 
農 
学 

 
 
 

生産環境科学 

灌漑利水学 

水環境学 
土環境学 
土壌学 
気象環境学 
生物生産工学 
生産流通科学 

 
 
 

森林環境科学 

森林計画学 
森林保全学 

造林学 
 

演習林 
森林政策学 
森林生産制御学(演習林) 
流域環境制御学(演習林) 

 
 
 

ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ資源科学 

木質資源科学 

木質資源工学  
森林生物化学 
生物資源化学 
資源高分子科学 
森林圏環境資源科学 
バイオマテリアルデザイン 

農 
業 
資 
源 
経 
済 
学 

 
 
 

農業資源経済学 

農政学 
農業経営学 
食料産業システム解析学 
食料流通学 
環境生命経済学 
国際農業開発学(客員) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
生 
命 
機 
能 
科 
学 

 
 
 

生物機能分子化学 

生物化学 
水族生化学 
海洋資源化学 
植物機能利用学 
植物栄養学 
蛋白質化学工学 
農業薬剤化学 
植物分子機能学(SSP) 

 
 
 
 
 

システム生物工学 

遺伝子制御学 
細胞制御工学 
生物機能制御学 
発酵化学 
微生物工学 
土壌微生物学 
生物機能デザイン 

バイオプロセスデザイン 
 

遺伝子資源 
開発研究センター 

昆虫遺伝子資源学(遺セ) 
植物遺伝子資源学(遺セ) 
微生物遺伝子工学(遺セ) 

 
 

食糧化学工学 

栄養化学 
食糧化学 

食品分析学  
食品製造工学 
食品衛生化学 

唐津水産研究センター共同研究部門  
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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) Fujii T., Ohnuma A., Banno Y., Abe H. Structural analysis of spontaneous Z-W 
translocations in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Insect Biotechnology 
and Sericology, 85(3) 79-85 (2016) doi: 10.11416/jibs.85.3_079 

2) Chen J., Xu J., Hino M., Yamashita M., Hirata K., Patil AA., Tatsuke T., Mon 
H., Banno Y., Kusakabe T., Lee JM. Co-expression of silkworm allatostatin-C 
receptor BNGR-A1 with its cognate G protein subunits enhances the GPCR 
display on the budding baculovirus. Journal of Asia-Pacific Entomology, 19(3) 
753–760 (2016) doi: 10.1016/j.aspen.2016.07.007 

3) Fukumori H., Fujii T., Banno Y. In vitro culture and low temperature incubation 
tolerance of staged embryos of the silkworm, Bombyx mori. Journal of Insect 
Biotechnology and Sericology, 85(2) 49-53 (2016) doi: 10.11416/jibs.85.2_049 

4) Fujii T., Yamamoto K., Banno Y. Molybdenum cofactor deficiency causes 
translucent integument, male-biased lethality, and flaccid paralysis in the 
silkworm Bombyx mori. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 73 20-26 
(2016) doi: 10.1016/j.ibmb.2016.03.008 

5) Yamamoto K., Nagaoka S. Identification and localization of a novel ecdysone 
oxidase in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Insect Biotechnology and 
Sericology, 86(3) 1-7 (2016) doi: 10.11416/jibs.86.2_049 

6) Hirowatari A., Nagaoka S., Yamada N., Yamamoto K. Identifying a sigma class 
glutathione S-transferase 2 from the silkworm Bombyx mori. Journal of Insect 
Biotechnology and Sericology, 86(1) 1-7 (2016) doi: 10.11416/jibs.86.1_001 

7) Yamamoto K., Hirowatari A., Shiotsuki T., Yamada N. Biochemical 
characterization of an unclassified glutathione S-transferase of Plutella 
xylostella. Journal of Pesticide Science, 41(4) 145-151 (2016)  doi: 
10.1584/jpestics.D16-048  

 
B. 著書・総説 

1) 伴野 豊, 清水長正, 澤田結基 日本の風穴 (2016) 
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C. 学会発表 
1) 藤井 告, 山本和典, 田村 圭, 江口誠一, 西川和弘, 伴野 豊，クワコ染色

体置換系統とカイコの表現型の比較，日本蚕糸学会第87回大会， 2017
年03月22日，つくば． 

2) 1) 福森 寿善, 西川和弘, 田村 圭, 山本和典, 太田幸一, 藤井 告, 伴野

豊, 梶浦善太，生殖巣凍結保存技術のエリサン・シンジュサンへの応用，

日本蚕糸学会第87回大会，2017年03月22日，つくば． 
3) 山本 幸治, 広渡愛子, 東浦彰史, 中川淳史, セリン・グリシン合成に関与

するカイコ・5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼの構造と

機能, 平成29年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会, 2017年3月22日, つく

ば. 
4) Yamamoto K. Function and crystal structure of a Bombyx mori Omega-class 

glutathione transferase, 2016 International Congress of Entomology, 2016年9
月28日, Florida. 

5) Yamamoto K. Higashiura A., Suzuki M., Nakagawa A. Identification, 
characterization, and crystal structure of catalytic mechanism of Bombyx mori 
prostaglandin E synthase, The Fifth International Conference on Cofactors & 
Active Enzyme Molecule 2016, 2016年9月7日, Toyama. 

 
【植物遺伝子開発分野】 
 
A. 原著論文 

1) Kubo F. C., Yasui Y., Kumamaru T., Sato Y., Hirano H. Genetic analysis of rice 
mutants responsible for narrow leaf phenotype and reduced vein number. Genes 
Genetic Systems 91, 235-240 (2017) doi: 10.1266/ggs.16-00018 

2) Elakhdar A., El-Sattar M. A., Amer K., Rady A., Kumamaru T. Population 
structure and marker trait association of salt tolerance in barley (Hordeum 
vulgare L.). Comptes Rendus Biologies 339(11), 454-461 (2016) doi: 
10.1016/j.crvi.2016.06.006 

3) Fukuda M., Kawagoe Y., Murakami T., Washida H., Sugino A., Nagamine A., 
Okita T.W., Ogawa M, Kumamaru T. The dual roles of the Golgi transport 1 
(GOT1B): RNA localization to the cortical endoplasmic reticulum and the 
export of proglutelin and α-globulin from the cortical-ER to the Golgi. Plant 
and Cell Physiology 57(11), 2380-2391 (2016) doi:10.1093/pcp/pcw154 

4) Sakata M., Seno M., Matsusaka H., Takahashi K., Nakamura Y., Yamagata Y., 
Angeles E.R., Mochizuki T., Kumamaru T., Sato M., Enomoto A., Tashiro K., 
Kuhara S., Satoh H., Yoshimura A. Development and evaluation of rice giant 
embryo mutants for high oil content originated from a high-yielding cultivar 
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‘Mizuhochikara’. Breeding Science 66, 425–433 (2016) doi: 
10.1270/jsbbs.15135 

5) Elakhdar A., AbdEl-Sattar M.A., Khairy A., Kumamaru T. Genetic diversity 
and association analysis among Egyptian barley (Hordeum vulgare L.) 
genotypes with different adaptations to saline conditions analyzed by SSR 
markers. Australian Journal of Crop Science 10, 637-645, (2016)  doi: 
10.21475/ajcs.2016.10.05.p7331 

6) Kubo T, Yoshimura A, Kurata N, Pollen killer gene S35 function requires 
interaction with an activator that maps close to S24, another pollen killer gene 
in rice. G3 (Bethesda), 6, 1459-1468 (2016) doi: 10.1534/g3.116.027573 

 
B. 著書・総説 
  無し 
 
C. 学会発表 
 

1) Elakhdar A., Sobhy A., Kumamaru T. Association analysis using SSR markers 
to nd QTL for heading date in barley, 日本育種学会, 2016年09月25日, 鳥取

大学 
2) 山谷 浩史, 上妻 馨梨, 中野 道治, 林 依子, 高見 常明, 加藤 裕介, 門

田 有希, 熊丸敏博, 奥本 裕, 坂本 亘, 阿部 知子, 草場 信,イネ 
stay-green 突然変異体 dcd1 の分子遺伝学的解析,日本育種学会, 2016年
09月25日, 鳥取大学 

3) 伊川 浩司, 佐藤 豊, 釜付 香, 新堀 航大, 並木 信和, 熊丸敏博, 長村 
吉晃, 杉本 和彦, 次世代シーケンサによる突然変異の抽出法の検討, 日
本育種学会, 2016年09月25日, 鳥取大学 

4) 久保貴彦, 吉村淳, 倉田のり, イネPollen killer S35の活性化に関わる新規

遺伝子座の解析, 日本育種学会, 2016年09月25日, 鳥取大学 
5) 久保貴彦, 吉村淳, 倉田のり, イネ花粉キラーの遺伝的機構, 日本育種学

会 九州育種談話会, 2016年12月09日, 九州大学 
6) Nakamura T., Kumamaru T. The requirement of polyglucan debranching in 

starch synthesis of rice as mandated by the presence of branching enzyme 2b, 
日本育種学会九州育種談話会, 2016年12月09日, 九州大学 

7) Elakhdar A., Kumamaru T. Genetic diversity analysis and core collection 
formation in barley genetic resources,日本育種学会九州育種談話会, 2016年
12月09日, 九州大学 

8) 松坂弘明, 橋本博之, 佐藤 匡央, 熊丸敏博, TILLING法を用いたイネ

Oleosin変異体の選抜, 日本育種学会九州育種談話会, 2016年12月09日, 
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九州大学 
9) Elakhdar A., Kumamaru T., Mansour M., Brueggeman R. Genetic diversity 

analysis and core collection formation for barley genetic resources in Egypt, 日
本育種学会, 2017年03月30日, 名古屋大学 

10) 和田卓也, 熊丸敏博, 宮原克典, 宮崎真行, 下村克己,「コシヒカリ」に由

来するイネ玄米のタンパク質含有率に関するQTL の実証, 日本育種学

会, 2017年03月30日, 名古屋大学 
11) Sakata M., Matsusaka H., Kumamaru T., Yamagata Y., Mochizuki T., 

Yoshimura A. Mutation breeding of rice giant embryo toward a high oil content 
cultivar, International Conference on Rice Bran Oil, 2016年10月24日, 東京大

学 
 
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 
 
 
【微生物遺伝子開発分野】 
 
A 原著論文 

1) Fujino Y., Nagayoshi Y., Ohshima T., Ogata S., Doi K. Complete genome 
sequence of Thermus thermophilus TMY, isolated from a geothermal power 
plant. Genome Announcements, 5(5), e01596-16, (2017) doi: 
10.1128/genomeA.01596-16 

2) Fujino Y., Tanoue R., Yokoyama T., Doi K. A tightly regulated expression 
system for E. coli using supersaturated silicic acid. Biotechnology Letters, 
38(8), 1381-1387, (2016) doi: 10.1007/s10529-016-2118-z 

3) Doi K., Fujino Y., Nagayoshi Y., Ohshima T., Ogata S. Complete genome 
sequence of thiostrepton producing Streptomyces laurentii ATCC 31255. 
Genome Announcements, 4 (3), e00360-16, (2016) doi: 
10.1128/genomeA.00360-16 

4) Fujino Y., Nagayoshi Y., Iwase M., Yokoyama T., Ohshima T., Doi K. 
Silica-induced protein (Sip) in thermophilic bacterium, Thermus thermophilus, 
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responds to low iron availability, Applied and Environmental Microbiology, 
82(11), 3198-3207, (2016) doi: 10.1128/AEM.04027-15 

 
B. 学会発表 

1) 岡田 智紗, 藤野 泰寛, 横山 拓史, 土居 克実, 好熱性細菌Thermus 
thermophilus HB8のシリカ凝集促進物質の探索, 第23回日本生物工学会

九州支部 飯塚大会, 2016.12.03. 九州工業大学 
2) Chiba K., Kuroki M., Harada G., Katakura Y., Doi K. Apoptotic death of cancer 

cells using holin, lytic protein from bacteriophage, AFELiSA 2016, 2016.11.09.
3) Kim M., Martono H., Nagayoshi Y., Maeda J., Fujino Y., Doi K. 

Characterization of thermostable lytic proteins from Thermus bacteriophage 
OH2, AFELiSA 2016, 2016.11.09 

4) 中村 彩乃, 永吉 佑子, 熊谷 健太, 藤野 泰寛, 土居 克実, 高度好熱

菌Thermus thermophilusの繊維状ファージOH3の核酸結合タンパク質の

特性解析, ファージ・環境ウイルス研究会 合同シンポジウム, 2016.10.21
5) 永吉 佑子, 相川 浩輝, 熊谷 健太, 藤野 泰寛, 土居 克実, 地熱環境

に生息する好熱性繊維状ファージの特性解析, ファージ・環境ウイルス

研究会 合同シンポジウム, 2016.10.21 
6) 白丸 優貴, 永吉 佑子, 田代 康介, 藤野 泰寛, 土居 克実, 繊維状フ

ァージ感染に応答する Thermus thermophilus HB8 の CRISPR/Cas 適応

免疫系の解析, 2016年度日本農芸化学会西日本支部大会, 2016.09.16. 
7) 海谷京香, 藤野 泰寛, 土居 克実, 西本 悦子, 廣政 恭明, システイン残

基修飾によるピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ 2の制御, 2016年度

日本農芸化学会西日本支部大会, 2016.09.16. 
8) Kayumba J., Maeda J., Fujino Y., Doi K. Identification and characterization of 

LAB isolated from Rwandan cheese and Japanese fermented tea leaves 
(Goishi-cha), 第53回化学関連支部合同九州大会, 2016.07.02. 

9) 千羽 啓太, 黒木 未知瑠, 原田 額郎, 片倉 喜範, 土居 克実, ファー

ジ由来溶菌タンパク質Holinのガン細胞へのアポトーシス誘導, 第53回
化学関連支部合同九州大会, 2016.07.02. 

 
C. 特許出願 

無し 
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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】 
 
21世紀プログラム（学士過程） 
吉永 啓恵  カイコの生殖細胞を用いた凍結保存に関する研究 

 
大学院生物資源環境科学府（博士課程） 
Md. Rezwanul Haque  Study on serine synthesis pathway in silkworm 

 
【植物遺伝子開発分野】 
 
大学院生物資源環境科学府（修士課程） 
林 挺  Mutmap法によるglup7遺伝子の連鎖地図構築 
Saw Myat Nwe  The role of the Protein Disulfide Isomerase Like (PDIL) 2-3 

in the accumulation of the storage proteins in rice endosperm 
 
 
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） 
橘 実里  Streptomyces属放線菌異種株間における接合伝達に関す

る研究 
北出 直子  好熱性細菌による過飽和シリカ凝集機構の解明 
Duong Anh Tung  Comparative genome analysis of Thermus thermophilus TMY 

and isolation of its phage 
 
大学院生物資源環境科学府（修士課程） 
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 
Kayumba Jimmy  Identification and characterization of lactic acid bacteria 
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isolated from Rwandan cheese and Japanese dried fermented 
tea leaves (Goishi-cha) 

岡田 智沙  高度好熱菌Thermus thermophilus HB8のシリカ凝集を促

進する生体物質の探索 
白丸 優貴  繊維状ファージ感染に応答するThermus thermophilus 

HB8のCRISPR/Cas適応免疫機構の解析 
中村 彩乃  好熱性繊維状ファージφOH3の遺伝子機能解析 
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 
       
大学院生物資源環境科学府（博士課程） 
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 
 
研究生 
Park Jinyong  D-amino acids analysis in Japanese fermented tea leaves 

 
 
2. 科学研究費・共同、受託研究等 
 
【家蚕遺伝子開発分野】 
 
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 
「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」 
 
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？」 
 
研究大学強化促進事業費 研究代表 山本 幸治 
「昆虫由来薬剤代謝酵素の機能解析」 
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【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(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」 
 
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  
 
基盤研究(C) 研究代表 久保 貴彦  
「花粉キラーを制御する分子ネットワークの解明」 

 
【微生物遺伝子開発分野】 
 
基盤研究(B), 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」 
 
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」 
 
NEDO地熱発電技術研究開発プログラム, 研究分担 土居 克実 
「シード循環法によるシリカスケール防止技術の研究開発」 
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前川報恩会学術研究助成, 研究代表 土居 克実 
「バイオテクノロジーを利用したシリカスケール低減技術による地熱エネルギー

の効率的利用法の開発」  
 
 
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 2016 年 7 月 
九州大学 福岡県箱崎中学校職場体験学習協力 2016年8月 
九州大学 カイコの形質評価と利用に関する講習 2016 年 5 月 
文部科学省旧庁舎 1 階情報広場 日本学術会議主催サイエンスカフェ講師 
     2016 年 7 月 
九州大学 学振「ひらめきときめきサイエンス」協力 2016年7月 
北九州市自然史博物館友の会 講師  2016年7月 
科学未来館 JST主催サイエンスアゴラ企画出展 2016年11月 
 
【植物遺伝子開発分野】 
 
熊丸敏博 
福岡県立明善高等学校 大学セミナー 2016年7月. 
国際学術交流講演, 黒竜江省農業科学院 (哈爾浜), 2016年8月． 
 
4. 海外渡航 
 
【家蚕遺伝子開発分野】 
 
山本 幸治 
USA，Florida，2016 International Congress of Entomology, 2016年9月 
 
【植物遺伝子開発分野】 
 
熊丸 敏博 
中国，黒竜江省農業科学院 (哈爾浜), 2016年8月． 
アメリカ合衆国，FRC (サクラメント) 及びワシントン州立大学 (プルマン),  2016
年9月． 
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久保 貴彦 
中国，雲南省農業科学院（昆明）, 2016年9月． 
 
【微生物遺伝子開発分野】 
 
土居 克実 
ベトナム、ベトナム国立農業大学（ハノイ）、2016年10月. 
大韓民国、HOTEL INTERCITI(大田)及び大邱韓医大学校(大邱)、2016年11月. 
オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学(シドニー)、2017年3月. 
 
 
5. 訪問研究員等 
【家蚕遺伝子開発分野】 
 
Dr. Maia Khutsishvili, 訪問研究員, Institute of Entomology Agricultural University of 
Georgia, 2016年11月～2017年1月, ジョージア 
 
【植物遺伝子開発分野】 
Abdelghany Sobhy Abdelghany Shaban, 訪問研究員, Faculty of Science, Al-Azhar 
University, 2015年4月～2016年3月, エジプト 
 
【微生物遺伝子開発分野】 
Sirinthorn Sunthornthummas, 訪問研究員, Faculty of Science, Srinakharinwirot 
University, 2017年2月～2017年9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】 
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 
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 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。 
 
    2012 2013 2014 2015 2016  

生物体 
での分譲 

国内 910件 973件 1295件 609件 680件  

国外 117件 178件 75件 128件 115件  

DNA 
での分譲 

国内 76件 470件 20件 205件 64件 
 

 
（カイコバイオリソースに関する専門知識・情報の提供） 
 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） 
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・ 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高品質化 
・ゲノム改変系統を 2 系統収集した。 
・ENU 誘発新規突然変異系統を 4 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 26 系統収集した。 
・DNA リソースの収集は 30 個体（カイコ 30 個体）であった。 
 
2) カイコバイオリソースの保存 
・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 29
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 60 系統の凍結保存を行った。累計の凍結保

存数は 810 系統となった。 
・凍結精子の受精能力を向上させる効果のある３倍体の精子を 46 本ストロー分凍

結した（人工授精 92 回分） 
・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。 
・DNA リソース 1600 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

エリサンにおいては、凍結卵巣から次世代を得ることに成功した。 
・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。 
 

－ 33 －



3) カイコバイオリソースの提供 
・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、コア系統を中心に約 600 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、859 件（個体

796 件、DNA63 件）であった。 
 
4) プロジェクトの総合的推進 
・プロジェクト推進のため、基盤設備整備を行ない、遠心分離機とクリーンベンチ

を購入した。 
・事業運営の円滑化のため、運営委員会（千代田区 10 月 13 日）を開催した。 
・広報誌としてニュースレター“おかいこさま”を 3 回（4 月、7 月、12 月）発行

し、研究コミュニティに配布した。第 25 回国際昆虫学会議 (ICE 2016：米国オー

ランド市、9 月 25〜30 日)、第 61 回日本応用動物昆虫学会 (府中市、3 月 27〜29
日)、日本蚕糸学会第 87 回大会（つくば市、3 月 21～22 日）において口頭発表を行

い、NBRP の事業紹介を行った。第 8 回 ANRRC(Asian Network of Research Resource 
Centers)国際会議（京都市、９月 20～9 月 22 日）において NBRP カイコで開発した

凍結保存技術を広報するポスター発表を行った。第39回日本分子生物学会年会 (横
浜市、11 月 30 日～12 月 2 日)において、ポスター発表や生体展示を行い、事業を

広く紹介した。大学共同利用機関法人情報システム研究機構国立遺伝学研究所山崎

由紀子准教授と連携して、データベース SilkwormBase の更新、データの拡充を行

った。カイコの胚子を卵外培養して凍結保存する技術を検討した論文を JIBS 誌

(Journal of Insect Biotechnology and Sericology)で発表した。当該論文は平成 28 年度

日本蚕糸学会進歩賞（技術賞）を受賞した。 
 
5) 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、本分野の技術職員が主導して行うと共に農場職員の

協力のもと行なわれている。大学移転が H30 年秋に迫り、伊都での桑園作りが急

がれている。しかし、桑の伸長が悪く、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

て改善をはかる状況が昨年度と同様続いている。 
 原町農場では、移転後の跡地処分のための遺跡調査への協力で桑を抜根した結果、

本年度の春蚕期は桑重量で 440 キロと、5 齢期の１日分しか収穫ができなかった。

例年は 2 トン弱。不足分は、香椎浜桑園を春蚕用に仕立て、使用する対応をとった。 
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 指宿試験地では、10 月の台風 16 号で、試験地は大被害となった。休憩室として

利用していたプレハブは全壊で使用不能。ガラス温室も大被害を被った。幸い、蚕

室のある建物は被害が軽少であった。試験地付近で小さな竜巻が起き、試験地内を

通過したためと思われる（試験地太田幸一技術専門職員談）。試験地内の林木は軒

並み倒れ、表通りに面した杉は大半の主幹が折れた。試験地内の復旧は主として太 

  左から、使用不能となった休憩室、入り口から見た試験地、ガラス温室 

田技術専門職員により行なわれ、家蚕遺伝子職員も応援を行なった。桑園は剪定直

後であったため、被害は少なく、11 月中旬からの第 5 期（0165）は例年通りに行

なうことができた。 
 

◎H28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4工区17、18、19及び第3工区Ⅱの下段の桑園に3月新植した桑苗管理の管理を

開始する。 
 
5月 
 福岡市西区シルバー人材センターに桑苗植え付け後の全桑園の株間の除草を依

頼（週3日）。畝間は技術職員でトラクタ耕運及び乗用草刈機で草刈りを行う。 
 
6月 
 雑草の生育が旺盛で株間の除草が間に合わない。 
 
7月 
 来年度桑苗の植え付けを行う予定の第4工区20, 21, 22桑園に土壌改良のためピー

トモス、牛糞堆肥を搬入撹拌。 
 
1月 
 冬季の蚕飼育の桑葉確保の必要がある為パイプハウスを設置。 
指宿試験地にて昨年度挿し木を行った島桑苗をハウス内に植付け。 
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2月 
 来春、納入予定の桑苗（1700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、牛糞堆肥、消石灰を搬入撹拌。 
第3工区の生育が旺盛な桑の春刈を行う。 
 
3月 
 群馬大竹桑園から昨年発注していた桑苗が届く。第４工区20〜22桑園（4520㎡）

に植付け（1506本）を行った。また、第4工区17～19圃場の欠株の所へ補植を行っ

た。この結果、伊都での桑園は昨年度までに植え付けた第4工区20～22を含め、面

積で23170㎡、桑本数で9594本となった。 
 
 次ページに伊都桑園、原町農場の様子の写真を示すが、草刈り直後は奇麗になる

ものの、草の勢いが強く、雑草との戦いであった。また、暗渠、弾丸暗渠の効果は

薄く、明渠を自作して圃場整備をはかった。施設部はじめ、大学、農学部関係者か

ら多大な援助を得て、管理が行なわれた。 
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遺跡調査での桑抜根：原町農場 雑草の生育旺盛：伊都19号圃場 

株間除草（伊都３工区２上段圃場） 島桑の生育状況：伊都２１号圃場 

 

除草作業前：伊都17号圃場 

 

除草作業後：伊都17号圃場 

 

春刈後：伊都３工区２上段圃場 

 

生育状況：伊都20号圃場 
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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 

2016 569   6-70 1-5 
 

【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 
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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 
(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 
 
VIII. 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 
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 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  
Metallosphaera sedula NBRC15509 
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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 
KUBO, Takahiko Ph. D. Associate Professor 

 
a) Resolution of the mechanism controlling the transport and the accumulation of the seed 

storage proteins in rice.  
b) Identification and functional analysis of genes involved in reproductive development 

and evolution of rice. 
c) Construction of the rice mutation pool. 
d) Conservation and evaluation of rice genetic resources. 
 
Microbial Genetics Division 
 

DOI, Katsumi Ph.D. 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 archaeal viruses 
e) Investigation of biomineralization in geothermal environment 
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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 
 

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3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20号を発刊致しまし

た。平成28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28年4月、植物遺伝子開発分野に久保貴彦准教授が赴任され、本センター

の教員数は5名となりました。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 
                          久保 貴彦 
      山本 幸治           
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