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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、微生物遺伝子開発

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（平成23年度）

センター長　麻生　陽一

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	 技官	 田村　　圭

	助手	 山本　幸治	 技術補佐員	 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	 学術研究員	 松坂　弘明

	准教授	 熊丸　敏博	 	 豊澤　佳子

	 	 	 テクニカルスタッフ	 藤田喜久男

	 	 	 	 原田　良子

	 	 	 	 西　　愛子

	 	 	 	 有隅久美子

	 	 	 	 須山奈緒美

	 	 	 技術補佐員	 仲島久美子

	 	 	 	 成田　由美

	 	 	 	 米田未和子

微生物遺伝子開発分野

	教授	 大島　敏久	 特任助教	 大森　勇門

	助教授	 原　　敏夫	 　	 若松　泰介

	講師	 土居　克実	 テクニカルスタッフ	 中嶋ひとみ
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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（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22年3月31日現在）

委員長	 佐藤　　光　	 	

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）	

准教授	 伴野　　豊	 （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）

教授	 割石　博之	 （環境農学部門）
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教授	 南石　晃明	 （農業資源経済学部門）

准教授	 尾崎　行生	 （附属農場）

教授	 大賀　祥治	 （附属演習林）



6. 組織図 
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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) Daimon T, Kozaki T, Niwa R, Kobayashi I, Furuta K, Namiki T, Uchino K, Banno Y, 

Katsuma S, Tamura T, Mita K, Sezutsu H, Nakayama M, Itoyama K, Shimada T, 

Shinoda T. Precocious Metamorphosis in the Juvenile Hormone-Deficient Mutant of 

the Silkworm, Bombyx mori. PLoS Genet. 8(3), e1002486 (2012).

2) Kiuchi T, Banno Y, Katsuma S, Shimada T. Mutations in an amino acid transporter 

gene are responsible for sex-linked translucent larval skin of the silkworm, Bombyx 

mori. Insect Biochem Mol Biol. 41(9), 680-687 (2011).

3) Yukuhiro K, Iwata K, Komoto N, Tomita S, Kadono K, Kiuchi M, Itoh M, Banno 

Y. DNA polymorphism in Japanese population of wild mulberry silkmoth Bombyx 

mandarina. Int. J. Wild Silkmoth & Silk 16, 65-68. (2011).

4) Yamamoto K, Tsuji Y, Aso Y, Hamasaki T, Shirahata S, Katakura Y. Effect of diazinon 

exposure on antioxidant reactions in the silkmoth, Bombyx mori. J. Appl. Entomol. 

135, 320-325 (2011).

5) Yamamoto K, Teshiba S, Shigeoka Y, Aso Y, Banno Y, Fujiki T, Katakura Y. 

Characterization of an omega-class glutathione S-transferase in the stress response 

of the silkmoth. Insect Mol. Biol. 20 (3), 379-386 (2011).

6) Madiraju M, Madiraju SC, Yamamoto K, Greendyke R, Rajagopalan M. Replacement 

of Mycobacterium smegmatis dnaA gene by Mycobacterium tuberculosis homolog 

results in temperature sensitivity. Tuberculosis, 91, 136-141 (2011).

7) Kakuta Y, Usuda K, Nakashima T, Kimura M, Aso Y, Yamamoto K. Crystallographic 

survey of active sites of an unclassified glutathione transferase from Bombyx mori. 

Biochim Biophys Acta-General Subjects 1810, 1355-1360 (2011).



－ 8－

B　学会発表

1) 王凌燕 , 木内隆史 , 李木旺 , 桑崎誠剛 , 山本公子 , 伴野豊 , 勝間進 , 嶋田透：優性短

節油 (Obs)の原因遺伝子の探索 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 19日 , 

九州大学 .

2) 城所久良子 , 新美輝幸 , 柳沼利信 , 志村幸子 , 山本公子 , 小瀬川英一 , 伴野豊 , 三田

和英 ,門野敬子：カイコ卵休眠遺伝子 pnd,pnd-2の単離と解析 , 日本蚕糸学会第 82

回大会 , 2012年 03月 19日 , 九州大学 .

3) 依田真一 , 岡本俊 , 山口淳一 , 山本公子 , 生川潤子 , 三田和英 , 伴野豊 , 蜷木理 , 藤原

晴彦：多様な幼虫斑紋を作り出すカイコ p複対立遺伝子座の原因遺伝子の同定 , 日

本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 19日 , 九州大学 .

4) 山口淳一 , 山本公子 , 伴野豊 , 藤原晴彦：Wnt1/winglessによる幼虫体表紋様の制御 , 

日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 19日 , 九州大学 .

5) 福森寿善 , 伴野豊 , 山本幸治 , 麻生陽一：カイコ成虫トロンビン様プロテアーゼの精

製法の再検討 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 19日 , 九州大学 .

6) 伴野豊：島根県島後島に生息するクワコの特異性 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012

年 03月 19日 , 九州大学 .

7) 枝吉美奈 , 山口淳一 , 伴野豊 , 山本公子 , 三田和英 , 藤原晴彦： カイコ突然変異体コ

ブ (K)の原因遺伝子およびコブ形成メカニズムの解明 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 

2012年 03月 19日 , 九州大学 .

8) 大門高明 , 古崎利紀 , 丹羽隆介 , 小林功 , 古田健次郎 , 並木俊樹 , 内野恵郎 ,伴野豊 , 

勝間進 , 田村俊樹 , 三田和英 , 瀬筒秀樹 , 中山真義 , 糸山享 , 嶋田透 , 篠田徹郎：カ

イコの 2眠変異体は幼若ホルモン生合成能の欠損によって早熟変態を起こす , 日本

蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 18日 , 九州大学 .

9) 藤井告 , 阿部広明 , 川本宗孝 , 藤井毅 , 伴野豊 , 勝間進 , 嶋田透：カイコの Ge(Giant 

egg)系統で同定した伴性遺伝子の構造異常 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03

月 18日 , 九州大学 .

10) 持田裕司 , 竹村洋子 , 松本正江 , 大沼昭夫 , 伴野豊 , 志村幸子 , 内野恵郎 , 飯塚哲也 , 

瀬筒秀樹 , 木内信：凍結保存した遺伝子組換えカイコ生殖質からの個体回収率の向

上 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 18日 , 九州大学 .
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11) 作道隆 , 飯塚哲也 , 内野恵郎 , 瀬筒秀樹 , 桑崎誠剛 , 生川潤子 , 山本公子 , 伴野豊 , 本

田尚子 , 藤本浩文 , 土田耕三：クラス Bスカベンジャー受容体相同遺伝子の強制発

現による繭の着色 , 日本蚕糸学会第 82回大会 , 2012年 03月 18日 , 九州大学 .

12) 福森寿善 , 伴野豊 , 山本幸治 , 麻生陽一：カイコ成虫頭部のトロンビン様プロテアー

ゼに関する研究 , 日本蚕糸学会第 65回東北支部 , 第 62回関東支部 , 第 77回関西支

部 , 第 67回九州支部合同大会　蚕糸 , 昆虫機能利用学術講演会 , 2011年 11月 06日 , 

岩手大学 .

13) 伴野豊 , 田村圭 , 山本和典 , 西川和弘 , 太田幸一 , 山本幸治 , 麻生陽一：カイコバイ

オリソースの安全な系統保存に向けた対策―東日本大震災を教訓にして―, 日本蚕

糸学会第 65回東北支部 , 第 62回関東支部 , 第 77回関西支部 , 第 67回九州支部合

同大会　蚕糸 , 昆虫機能利用学術講演会 , 2011年 11月 05日 , 岩手大学 .

14) 王凌燕 , 木内隆史 , 藤井告 , 李木旺 , 伴野豊 , 大門高明 , 勝間進 , 嶋田透：油蚕変異

体のひとつ「金鵄竜油」（ok）の原因遺伝子の単離 , 日本蚕糸学会第 65回東北支部 , 

第 62回関東支部 , 第 77回関西支部 , 第 67回九州支部合同大会　蚕糸 , 昆虫機能利

用学術講演会 , 2011年 11月 05日 , 岩手大学 . 

15) 今井　咲 , 福森寿善 , 伴野　豊 , 山本幸治 , 麻生陽一：スモールヒートショックタン

パク質とリゾチームとの相互作用に関する研究 ,平成 23年度日本農芸化学会西日本

支部 , 中四国支部合同大会 ,2011年 9月 17日，宮崎

16) 山本 幸治 , 東浦彰史 , 魚留信子 , 有竹浩介 , 中川敦史 , 鈴木　守：昆虫プロスタグラ

ンジン合成酵素の機能と構造 ,平成 23年度日本結晶学会 ,2011年 11月 24日，仙台

17) 福森寿善 , 伴野　豊 , 山本幸治 , 麻生陽一：カイコガ頭部のプロテアーゼに関する研

究 ,平成 23年度日本農芸化学会西日本支部 , 中四国支部合同大会 ,2011年 9月 17日，

宮崎

C　データベース等

カイコバイオリソースのデータベース

http://silkworm.nbrp.jp/

（ナショナルバイオリソースプロジェクトとして国立遺伝学研究所と共同作成）
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植物遺伝子開発分野

A　原著論文

1) Yang, Y, Ishino S, Yamagami T, Kumamaru T, Satoh H, Ishino Y. The OsGEN-L 

protein from Oryza sativa possesses Holliday junction resolvase activity as well as 

5′-flap endonuclease activity. J. Biochem., 151, 317-327 (2012).

2) 佐藤光 .	こめ油含量はどこまで増やせるか？ Techno Innovation 81, 26-33 (2012).

3) Fukuda M, Satoh-Cruz M, Wen L, Crofts AJ, Sugino A, Washida H, Okita TW, Ogawa 

M, Kawagoe Y, Maeshima M, Kumamaru T. The small GTPase Rab5a is essential 

for intracellular transport of proglutelin from Golgi apparatus to the protein storage 

vacuole and endosomal membrane organization in developing rice endosperm, Plant 

Physiol., 157, 632-644 (2011).

4) Ushijima T, Matsusaka H, Jikuya H, Ogawa M, Satoh H, Kumamaru T. Genetic 

analysis of cysteine-poor prolamin polypeptides reduced in the endosperm of the rice 

esp1 mutant.  Plant Sci., 181, 125-131 (2011). 

5) Nagamine A, Matsusaka H, Ushijima T, Kawagoe Y, Ogawa M, Okita TW, Kumamaru 

T. A role for the cysteine-rich 10 kDa prolamin in protein body I formation in rice.  

Plant and Cell Physiol., 52, 1003-1016 (2011).

6) Noguchi J, Chaen K, Vu NT, Akasaka T, Shimada H, Nakashima T, Nishi A, Satoh H, 

Omori T, Kakuta Y, Kimura M. Crystal structure of the branching enzyme I (BEI) from 

Oryza sativa L with implications for catalysis and substrate binding. Glycobiology 

21(8), 1108-1116 (2011).

7) Nakamura S, Satoh H, Ohtsubo K. Characteristics of pregelatinized ae mutant rice 

flours prepared by boiling after preroasting. J. Agric.Food Chem., 59 (19), 10665-

10676 (2011).

B.学会発表

1) Ushijima, T., H. Matsusaka, Y. Kawagoe, M. Ogawa and T. Kumamaru：The ESP1 

gene, regulatory factor of cysteine-poor prolamins, encode the eucaryotic peptide 
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chain release factor 1(eRF1) in rice, International Plant RNA Workshop, 2011年 6月

21日 , 理化学研究所 (横浜研究所 ).

2) Okita T. W., K. A. Doroshenk, Y. Yang, N. Ozber, C. Wang, M. Satoh-Cruz, R. T. 

Morris, J. J. Wyrick, M. Ogawa, M. Fukuda, T. Kumamaru, H. Satoh, A. J. Crofts, 

N. Crofts, H. Washida：The complexities of RNA localization in plant, Plant Biology 

2011, 2011年 8月 8日 , Mineapolis, USA.

3) 佐藤光 , 西愛子 , 松坂弘明 , 熊丸敏博： MNU受精卵処理によるイネの種子成分に関

する変異の作製 ,第 32回種子生理生化学研究会年会 , 2011年 11月 11日 , 日光 .

4) 福田真子 , 佐藤美緒 , 川越靖 , T. W. Okita, 小川雅広 , 熊丸敏博：イネ胚乳において

GEFはグルテリン前駆体の貯蔵型液胞への輸送に関与する ,第 32回種子生理生化

学研究会年会 , 2011年 11月 12日 , 日光 .

5) 小川雅広 , 長嶺愛 , T. W. Okita, 熊丸敏博：イネ α-グロブリンは PBIに一時的に局在

する , 第３２回種子生理生化学研究会年会 , 2011年 11月 12日 , 日光 .

6) 谷口晃一 , 藤本若菜 , T. W. Okita, 熊丸敏博：イネプロラミン mRNAの特定小胞体へ

の局在化に関する因子の TILLING法を用いた突然変異体の選抜 ,日本育種学会第６

回九州育種談話会 , 2011年 11月 24日 , 南九州大学 .

7) Fukuda, M., L. Wen, M. Satoh, Y. Kawagoe, T. W. Okita, M. Ogawa, T. Kumamaru：

Guanine nucleotide exchange factor is required for the intracellular transport of 

proglutelins to protein storage vacuole in rice endosperm, American Society of Cell 

Biology,  2011年 12月 4日 , Denver, USA.

8) Wen, L., M. Fukuda, M. Satoh-Cruz, T. W.Okita, M. Ogawa, T. Kumamaru：The 

relationship between Rab5a GTPase and guanine nucleotide exchange factor in the 

intracellular transport of glutelin in rice seed, American society of Cell Biology, 2011

年 12月 4日 , Denver, USA

9) Wen, L., M. Fukuda , M. Satoh-Cruz, T. W.Okita, M. Ogawa, T. Kumamaru：The 

relationship between Rab5a GTPase and guanine exchange factor in the intracellular 

transport of glutelin in rice seed,第 53回日本植物生理学会 , 2012年 3月 16日 , 京

都産業大学 .

10) 福田真子 , 佐藤美緒 , 文柳瓔 , A. J. Crofts, 杉野彩 , 鷲田晴彦 , Thomas W. Okita, 小
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川雅広 , 川越靖 , 前島正義 , 熊丸敏博：イネ胚乳において small GTPase Rab5a はグ

ルテリン前駆体のゴルジ体から貯蔵型液胞への細胞内輸送に関与する ,第 53回日本

植物生理学会 , 2012年 3月 16日 , 京都産業大学 .

11) Kumamaru, T：Detection of SNPs by TILLING and analysis of the gene function in 

rice. 第 53回日本植物生理学会シンポジウム , Forefront of quality improvement and 

sophistication of plant bioresources, 2012年 3月 16日 , 京都産業大学 .

12) 松坂弘明 , 佐藤匡夫 , 佐藤光 , 熊丸敏博：TILLING法を用いた Olesin変異体の選抜 , 

日本育種学会第 120回講演会 , 2011年 9月 23日 , 福井県立大学 .

13) 谷口晃一 , 藤本若菜 , T. W. Okita, 熊丸敏博：イネプロラミン mRNAの特定小胞体

への局在化に関する因子の TILLING法を用いた突然変異体の選抜 ,日本育種学会第

120回講演会 , 2011年 9月 23日 , 福井県立大学 .

14) A. Nishi, H.Satoh, D. S Tran, B.Y. Dinh：Variation in amylopectin fine structure from 

Northern Vietnam local rice cultivers,日本応用糖質学会第 60回大会 , 2011年 09月

28日 , 北海道大学 .

15) 貝田千代子 , 西愛子 , 松坂弘明 , 佐藤光 , 佐藤匡夫 , 梶本八重 , 今泉勝美 , 佟立涛：

山田錦の澱粉特性及びアミロース包摂脂質 ,日本応用糖質学会代 60回大会 , 2011

年 09月 28日 , 北海道大学 .

16) 松坂弘明 , 西愛子 , 佟立涛 , 佐藤匡夫 , 佐藤光：胚乳澱粉中の脂質が糊化特性に及ぼ

す影響 ,  日本応用糖質学会第 60回大会 , 2011年 09月 28日 , 北海道大学 .

17) 西愛子 , 大坪研一 , 佐藤光：ミスセンス型枝作り酵素 BEIIbがイネの胚乳澱粉に及

ぼす影響 ,　日本応用糖質学会第 60回大会 , 2011年 09月 28日 , 北海道大学 .

18) 河野亜耶 , 石丸智 , 西愛子 , 佐藤光 . 新たに同定したイネ種子胚乳澱粉の合成関連遺

伝子の発現制御に関わる変異 ,日本応用糖質学会第 60回大会 , 2011年 09月 28日 , 

北海道大学 .

19) 川口穣 , 西愛子 , 佐藤光 , 松坂弘明 , 久原哲 , 平河英樹 , T. W. Okita, S.K. Hwang：イ

ネの AGPaseLS2をコードする OsOHR1座の遺伝子内変異 ,日本応用糖質学会第

60回大会 , 2011年 09月 28日 , 北海道大学 .

20) 佐藤良介 , 白石祥太 , 佐藤光 , T. W. Okita：イネ shr3変異は胚乳特異的 ADP-

Glucose Transporter OsBT1-1遺伝子の欠損に起因する ,日本応用糖質学会第 60回
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大会 , 2011年 09月 28日 , 北海道大学 .

C　特許出願

熊丸敏博 , 福田真子 , 佐藤美緒 , 佐藤光 .　植物貯蔵タンパク質の集積に関与する遺伝子

及びその利用　　特願 2011-197677　（平成 23年 9月 9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/

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) Bai S, Naren G, Noma H, Etou M, Ohashi H, Fujino Y, Doi K, Okaue Y, Yokoyama 

T. Silica deposition induced by isolated aluminum ions bound on chelate resin as a 

model compound of the surface of microbes, Colloids Surf B Biointerfaces, 95, 208-

213 (2012)

2) Hirajima T, Aiba Y, Farahat M, Okibe N, Sasaki K, Tsuruta T, Doi K. Effect of 

microorganisms on flocculation of quartz, Int. J. Miner. Process, 102-103, 107-

111(2012). 

3) Satomura T, Hiraki A, Kawai T, Kawakami R, Ohshima T, Sakuraba H. Expression, 

purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of a galactose 

1-phosphate uridylyltransferase from the hyperthermophilic archaeon Pyrobaculum 

aerophilum. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 68(3), 330-332 (2012).

4) Satomura T, Hara Y, Suye S, Sakuraba H, Ohshima T. Gene expression and 

characterization of a third type of dye-linked L-proline dehydrogenase from the 

aerobic hyperthermophilic archaeon, Aeropyrum pernix. Biosci. Biotechnol. Biochem. 
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76(3), 589-593 (2012).

5) Yoneda K, Sakuraba H, Araki T, Ohshima T. Crystal structure of binary and ternary 

complexes of archaeal UDP-galactose 4-epimerase-like L-threonine dehydrogenase 

from Thermoplasma volcanium. J. Biol. Chem. 287(16), 12966-12974 (2012).

6) Kawakami R, Satomura T, Sakuraba H, Ohshima T. L-proline dehydrogenases in 

hyperthermophilic archaea: distribution, function, structure, and application. Appl. 

Microbiol. Biotechnol. 93(1), 83-93 (2012).

7) Shibahara T, Satomura T, Kawakami R, Ohshima T, Sakuraba H. Crystallization and 

preliminary X-ray analysis of a dye-linked D-lactate dehydrogenase from the aerobic 

hyperthermophilic archaeon Aeropyrum pernix. Acta Crystallogr. Sect. F Struct. Biol. 

Cryst. Commun. 67(11), 1425-1427 (2011).

8) Akita H, Fujino Y, Doi K, Ohshima T： Highly stable meso-diaminopimelate 

dehydrogenase from an Ureibacillus thermosphaericus strain A1 isolated from a 

Japanese compost: purification, characterization and sequencing. AMB Express, 1, 

43 (2011)． 

9) Satomura T, Kusumi K, Ohshima T, Sakuraba H. Identification and characterization 

of UDP-glucose dehydrogenase from the hyperthermophilic archaon, Pyrobaculum 

islandicum. Biosci Biotechnol Biochem., 75, 2049-2051 (2011)． 

10) Sakuraba H, Kawai T, Yoneda K, Ohshima T. Crystal structure of UDP-galactose 

4-epimerase from the hyperthermophilic archaeon Pyrobaculum calidifontis. Arch 

Biochem Biophys. 512(2), 126-134 (2011).

11) Ohmori T, Mutaguchi Y, Yoshikawa S, Doi K, Ohshima T. Amino acid components of 

lees in salmon fish sauce are tyrosine and phenylalanine. J. Biosci. Bioeng., 112, 

256-258 (2011).

12) Sakasegawa S, Hayashi J, Ikura Y, Ueda S, Imamura S, Kumazawa T, Nishimura A, 

Ohshima T, Sakuraba H. Colorimetric inorganic pyrophosphate assay using a double 

cycling enzymatic method. Anal Biochem. 416(1), 61-66 (2011).

13) Kokido T, Esaki K, Ohmori T, Tsukino M, Ohshima T, Furuya S. Soy peptide ingestion 

increases neuroactive amino acids in the adult brain of wild-type and genetically 
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engineered serine-deficient mice, J. Nutr. Food Sci. 1(4), 1000109 (2011).

14) Doi K, Fujino Y, Yokoyama T, Iwai S, OhshimaT, Ogata S. Role of silica-induced 

protein in biosilicification in Thermus thermophils, Metal ions biology and medicine, 

11, 288 (2011)． 

15) Fujino Y, Yokoyama T, Ohshima T, Doi K.  Biodeposition of silica in geothermal 

system: Transcriptional analysis of silica-induced protein, Metal ions biology and 

medicine, 11, 289 (2011).

B.著書 ,	総説

1) 藤野泰寛、横山拓史、土居克実：「環境応答とバイオミネラリゼーション　－極限環

境下における細菌の生存戦略－」生物と化学、50, 175-181 (2012).

C.学会発表

1) 黒木 俊行、松川 博昭、大森 勇門、若松 泰介、土居 克実、大島 敏久： 好熱菌

Geobacillus kaustophilus由来 L-グルタミン酸合成酵素が持つ新規色素依存性 L-グ

ルタミン酸脱水素活性の機能解析， 日本農芸化学会 2012年度大会， 2012年 3月 24

日， 京都女子大学． 

2) 諸麥 豪二、李 恩映、新居 修、大森 勇人、土居 克実、大島 敏久： 天然藍染め染料

スクモの高速発酵生産法の開発， 日本農芸化学会 2012年度大会， 2012年 3月 24日， 

京都女子大学． 

3) 行本 丞太郎、松川 博昭、土居 克実、大島 敏久： 乳酸菌由来のアミノ酸ラセマーゼ

の機能解析， 日本農芸化学会 2012年度大会， 2012年 3月 24日， 京都女子大学． 

4) 土居克実、岩瀬真、熊谷健太、藤野泰寛、草場俊司、土谷直史、森一樹、田代康介、

久原哲 ： 臨海域の熱水中における微生物メタゲノム解析， 日本ゲノム微生物学会， 

2012年 3月 9日， 立教大学． 

5) 糸永敦史、大島敏久、土居克実 ： 海底質からの海洋由来新規乳酸菌の分離・同定， 

日本ゲノム微生物学会， 2012年 3月 8日， 立教大学． 

6) 大橋昌弘、若松泰介、土居克実、大島　敏久： 大腸菌由来耐熱性 (R)-1,2‐

Propanediol脱水素酵素の機能解析，日本生物工学会九州支部大会，2011年 12月
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10日， 九州大学．

7) 藤崎雅恵、森田理日斗、河原林裕、大島敏久： 超好熱菌 Pyrobaculum calidifontis 由

来リンゴ酸脱水素酵素の機能解析，極限環境微生物学会 2011年度年会，2011年 11

月 27日，長崎大学． 

8) 大島敏久： 超好熱アーキアの組み換えグルタミン酸脱水素酵素の活性化の構造解析，

日本生化学会，2011年 9月 25日，京都国際会議場． 

9) 大島敏久： D-アミノ酸研究の新規展開，日本生化学会，2011年 9月 25日，京都国

際会議場． 

10) 秋田紘長、土居克実、大島敏久： 好熱菌 Ureibacillus thermosphaericusの耐熱性

NADP依存性 meso-ジアミノピメリン酸脱水素酵素の探索および機能解析 ， 平成

23年度日本農芸化学会西日本支部・中四国支部合同大会，2011年 09月 17日，宮

崎大学．

11) 大森勇門、牟田口祐太、松川博昭、土居克実，大島敏久： 大腸菌の生育に対する D-

アミノ酸の影響 , 2011年度 D-アミノ酸研究会学術講演会，2011年 9月 9日， 東京

医科歯科大学． 

12) 松川博昭、行本丞太郎、大森勇門、牟田口祐太、土居克実、大島敏久： 2種の乳酸

菌由来 D-アラニン関連代謝酵素の機能解析， 2011年度第 7回 D-アミノ酸研究会学

術講演会， 2011年 9月 9日， 東京医科歯科大学． 

13) 牟田口祐太、大森勇門、松川博昭、土居克実、大島敏久： 乳酸菌 Lactobacillus 

otakiensisに存在する新規分岐鎖アミノ酸ラセマーゼ， 2011年度 D-アミノ酸研究会

学術講演会 , 2011年 9月 9日，東京医科歯科大学． 

14) 佐藤大祐、土居克実、藤野泰寛、若松泰介、大島敏久： 新規有用酵素の土壌試料か

らの効率的習得法の開発－耐熱性ロイシン脱水素酵素を例として－， 第 48回化学関

連支部合同九州大会， 2011年 7月 9日，北九州国際会議場． 

15) 岩瀬 真、藤野 泰寛、田代 康介、大島 敏久、土居 克実 ： Thermus thermophilusに

よるバイオミネラリゼーション形成機序のトランスクリプトーム解析， 第 48回化学

関連支部合同九州大会， 2011年 7月 9日， 北九州国際会議場． 

16) 松川博昭、大森勇門、牟田口祐太、土居克実、大島敏久： 乳酸菌由来プロリンラセマー

ゼの機能解析，第 48回化学関連支部合同九州大会，2011年 7月 9日，北九州国際

会議場． 
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２．原著論文要旨
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植物遺伝子開発分野 
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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府（修士課程）

今井　　咲	 熱変性リゾチームによるカイコ sHSP20.8の構造変化

大学院生物資源環境科学府（博士課程）

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

福森　寿善　　 カイコ成虫トロンビン様プロテアーゼに関する研究

【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）

佐藤　良介	 イネ胚乳澱粉生合成に関わる基質輸送制御機構に関する研究

北原　真衣 イネグルテリン前駆体を多量に蓄積する glup7変異遺伝子の連鎖地図

の構築と同変異体の解析

貝田千代子　　 米の貯蔵脂質に関する遺伝子資源学的研究
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谷口　晃一 イネプロラミン mRNAの特定小胞体への局在化に関与する RNA結合

タンパク質の突然変異

河野　亜耶	 イネ種子胚乳澱粉の形成過程に関わる変異の遺伝学的研究

大学院生物資源環境科学府（博士課程）

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

中村　哲洋 Study on rice sugary2 mutation altering amylopectin structure in both 

storage and photosynthetic tissues

文　柳　璎 The relationship between Rab5a GTPase and guanine nucleotide 

exchange factor in the intracellular transport of glutelin in rice seed

【微生物遺伝子開発分野】

大学院生物資源環境科学府（修士課程）

今泉　吉史 変異型の NADP依存性 D-アミノ酸脱水素酵素を用いる D-アミノ酸の

分光学的分析法の開発

岩瀬　　真 Thermus thermophilusのシリカ刺激に応答する遺伝子群の解析

岩本真梨子 超好熱性アーキア Sulfolobus tokodaii 由来糖代謝関連タンパク質
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ST2186の機能解析

熊谷　健太 地熱環境より分離した Thermus属繊維状ファージの性状解析

行本丞太郎 Lactobacillus salivariusおよび Bifidobacterium longum由来アラニンラ

セマーゼの機能比較

糸永　敦史 海底質からの海洋由来新規乳酸菌の分離・同定

大橋　昌弘 大腸菌由来耐熱性 (R)-1,2-propanediol 脱水素酵素の機能解析

黒木　俊行 好熱菌由来色素依存性 L-グルタミン酸脱水素酵素の機能解析

佐藤　大祐 新規遺伝子資源探索法としてのメタエンザイム法の開発

中武　卓博 藍建て工程に関与するインジゴ還元酵素の機能解析

永吉　佑子 小浜温泉より単離した Thermus属ファージの特性解析

藤崎　雅恵 超好熱性アーキア Pyrobaculum calidifontis由来リンゴ酸脱水素酵素の

機能解析

諸麥　豪二 天然藍染め染料スクモの高速発酵生産法の開発

大学院生物資源環境科学府（博士課程）

松本　和也 好熱性藍藻の光化学系 I膜複合体の安定化剤の検索とその特徴

趙　　　瑩 Studies on enzymatic properties and crystal structure of L-leucine 
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dehydrogenase from a psychrophil ic bacterium Sporosarcina 

psychrophila DSM 3

牟田口裕太 乳酸菌における D-アミノ酸と新規 D-アミノ酸酵素分析法の研究

秋田	紘長 タンパク質工学的手法による耐熱性 D-アミノ酸脱水素酵素の創製と応

用

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

代表機関課題管理者　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」

基盤研究（B）（2）研究代表　伴野　豊

「ポストゲノム時代におけるカイコランダムミュータージェネシスとその基盤研

究」

基盤研究（B）研究分担　山本　幸治

「精子成熟開始因子から見た昆虫オス生殖分子メカニズムの解明」

若手研究（B）研究代表　山本　幸治

「農薬代謝酵素の機能解析」

【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
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「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（B）（2）研究代表　熊丸敏博、分担　佐藤光

イネ種子プロラミンの翻訳及び小胞体への集積機構の解明

生物系特定産業技術研究支援センター・イノベーション創出基礎的研究推進事

業　

研究代表　佐藤光

画期的米油原料用稲の育種・利用に向けた基盤的技術シーズの開発

農林水産省受託研究　研究分担　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

農林水産省受託研究　研究分担　熊丸敏博

米タンパク質の新規生体調節機能性の先導的開発と機構解析 . 

機能性成分を含有する農産物等の開発

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」

【微生物遺伝子開発分野】

生物系特定産業技術研究支援センター , イノベーション創出基礎的研究推進事業	

研究代表　大島　敏久

「D-アミノ酸に着目した新規機能性食品の開発」

基盤研究（A）研究代表　大島　敏久

「未利用生物資源を利用する酵素電池の開発」
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日本農芸化学会　農芸化学研究企画賞　研究代表　大島　敏久

「インジゴ還元酵素の機能解析による酵素建て染色法の開発」

基盤研究（C）　研究代表　土居　克実

「高度好熱菌のシリカ誘導性タンパク質の発現機構の解明と異種タンパク質生産

への応用」

2011年度　ノボザイムズジャ  パン研究ファンド　研究代表　土居　克実

「Characterization of novel biosilicification-related protein in Thermus thermophilus and 

its application to nanotechnology」

住友電工グループ社会貢献基金  2011年度学術・研究助成

研究代表　土居　克実

「バイオミネラリゼーションを利用した高純度シリカとリチウム資源回収技術の

開発」

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

研究分担　土居　克実

「ネパールの食品および環境中の遺伝資源の高度有効利用」

九州電力株式会社総合研究所  共同研究  　研究代表　土居　克実

「地熱水等極限環境下に生息する有用微生物の探索」

３．講演会・セミナー・講習会

【家蚕遺伝子開発分野】

2011年 7月 27，28日

夏休み公開講座
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大学でカイコの飼育と織物作りにチャレンジしよう，九州大学（福岡）

2011年 10月 13，14日

福岡県箱崎中学校職場体験学習協力 , 九州大学（福岡）

伴野　豊

九大のカイコ遺伝子資源  －世界的財産の継承－

九州大学百周年記念事業特別講座，九州大学（福岡），2011年 7月 30日

【植物遺伝子開発分野】

佐藤　光

第 8回よみうり「大人の食育」リレー講座，世界には、こんなにいっぱいコメ

がある，読売新聞西部支社，2012年 02月．  

福岡県米粉普及推進協議会米粉食品普及研究会，米粉用超硬質米品種の開発，

福岡調理師専門学校，2012年 03月．

熊丸敏博

作物研セミナー , 作物研究所 , 2011年 12月 14日

 

【微生物遺伝子開発分野】

「未来を創る－九州大学農学部－」

2011年 12月 28日 , イムズプラザ .

大島敏久

「超好熱菌の茹であがらないグルタミン酸脱水素酵素の構造と機能」， 

第一回応用生命科学セミナー， 2011年 11月 21日， 京都府立大学．
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「D-アミノ酸の生化学：飛躍する新領域」 , 

日本生化学会 2011年度大会シンポジウム , 2011年 9月 24日 , 京都国際会館 . 

「超好熱アーキアの不活性型組み換えグルタミン酸脱水素酵素の活性化と構造変

化」

日本生化学会 2011年度大会シンポジウム , 2011年 9月 23日 , 京都国際会館 . 

「The first crystal structure of thermo-　stablec L-lysine dehydrogenase as a NAD 

dependent amine dehydrogenase」

Ⅳ  International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology, 2011

年 9月 15日 , Torremolinos, Malaga, Spain.

「発酵食品とその素材の D-アミノ酸に関する基礎研究」 ,　

石川県立大学生物資源工学研究所講演会 , 2011年 7月 , 石川県立大学 .

「極限環境微生物について：有用酵素遺伝子資源としての耐熱性酵素の機能と構

造、及び応用」 ,

滋賀県立大学人間文化学部講演会 , 2011年 7月 , 滋賀県立大学 . 

４．海外渡航

【家蚕遺伝子開発分野】

伴野　豊

中国，重慶市，The 2nd international symposium on the silkworm functional genomics 

and modern silk road,  2011年 10月

ルーマニア，ブカレスト，5th BACSA international conference “sericulture for multi 

products- new prospects for development” SERIPRODEV，2011年 4月 .
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山本　幸治

台湾，新竹市，National Synchrotron Radiation Research Center,  2011年 7月 .

アメリカ合衆国，デービス市，University of California，2011年 12月 .

【植物遺伝子開発分野】

佐藤　光

ベトナム , ベトナム農業科学アカデミー　植物資源センター ,  2011年 05月．

アメリカ合衆国 , ワシントン州立大学 , 2011年 06月． 

ベトナム , ベトナム農業科学アカデミー　植物資源センター , 2011年 12月． 

熊丸　敏博

アメリカ合衆国，FRC, 2011年 09月．

中国，中国科学院植物学研究所， 2011年 10月 .

アメリカ合衆国 , Washington State University (Pulluman), American Society for Cell 

Biology (Denver), 2011年 11-12月 .

【微生物遺伝子開発分野】

大島　敏久

フィンランド共和国 , The University of Turku， 2011年 07月　 

スペイン王国 , Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol-Torremolinos, 2011

年 09月　

土居　克実

英国 , ケンブリッジ , Homerton College, 11th International Symposium on Metal Ions in 

Biology and Medicine, 2011年 6月 .

ネパール連邦民主共和国 , カトマンズ大学 , ネパール生物資源利用に関する共同研究 , 
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2012年 02月～ 03月 .

中華人民共和国 , 吉林大学 , 日本大学留学共同説明会 , 2011年 11月 .

ベトナム社会主義共和国 , ハノイ , JDS現地面接 ,　2011年 12月 .

５．訪問研究員等

【植物遺伝子開発分野】

Thomas. W. Okita，訪問教授 , ワシントン州立大学 , 2011年 09月 , アメリカ合衆国．

Aytug Tuncel, 訪問研究員 , ワシントン州立大学 , 2011年 09月 , アメリカ合衆国．

John Wyrick, 訪問研究員 , ワシントン州立大学 , 2011年 09月 , アメリカ合衆国．

Tran Thi Thu Hoai, 日本学術振興会論博研究員 , ベトナム農業科学アカデミー　植物資

源センター ,  2011年 08月～ 11月 , ベトナム

田　麗宏 , 日本学術振興会訪問研究員 , 中国科学院植物研究所 , 2012年 2月～ 3月 , 中

国

【微生物遺伝子開発分野】

・

Gopal Palajuli, 訪問研修員 , Nepal Agricultural Research Council, 2012年 01月 , ネパー

ル連邦民主共和国．

６．学会賞受賞等

大島　敏久　農芸化学研究企画賞 ,　2011 年 5 月（日本農芸化学会）
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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、交配形式（染色体構成）、卵・幼虫・繭・蛹・成虫
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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-3oe 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/silkwormbase/index.jsp

（分譲）

2007 2008 2009 2010 2011

生物体での分譲
国内 574 件 738 件 811 件 920 件 733 件

国外 122 件 30 件 170 件 71 件 94 件

DNA での分譲
国内 304 件 154 件 218 件 44 件 0 件

国外 0 件 20 件 30 件 0 件 0 件

（受入）

染色体置換系統１３系統

（信州大学繊維学部金勝廉介教授から）
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（系統保存事業の推進）

　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）昨年度 3月 11日に発生した東日本大震災では、東北大学を中心にバイオリ

ソースの被害が生じた。これを受け、バイオリソースのバックアップ体制の強

化を図った。

・発電機を設置し、停電時の電源確保を可能とした。

・長野県松本市にある前田風穴にバックアップの蚕種を預ける業務を開始した。

２）長期保存方法の開発：NBRPの主要な活動としてリソースの長期保存法の開

発を継続して行なっている。今年度は以下のような事業を行った。

・凍結卵巣を用いる方法は昨年度までに方法論的には実用可能と判断されてい

たので、広く多数の系統に利用が可能であるか実証試験を行なった。昨年度凍

結した卵巣の再生率を系統毎に調査した。103系統中、49系統では有効性が認

められた。トレハロース、CRO、FBS等の凍結保護剤と実験過程の検討を行い、

細胞保存には CRO+DMSOが効果的である事を見出した。

・凍結精子に加え、凍結精巣が長期保存にも可能性があることが昨年度認められ

た。この可能性について検討した結果、手術に成功すると、雄蛾は通常の雄と

全く変わらない、高い生殖能力を持つ事が判明した。卵巣では凍結障害が大きく、

正常雌に比べ、産卵数が減少するので、凍結障害の影響が雌雄では異なること

が予想される。しかし、手術の成功率が 10％弱と低い欠点がある。今後この改

良が課題である。

３）系統管理業務として、約 820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、次年度へと継代する保存業務を行った。日常の飼育室

へ管理と、栄養状態の良い桑葉を確保するため、日常の桑園管理の強化を行った。

提供に関しては第 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 450種について製造した。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。提供に際し

ては、課金を開始した。課金に対する研究コミュニティからの理解は得られて
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実施できたが、送金の確認に時間のかかる例も見られた。周年提供システムが

NBRPによって研究者に浸透しており、冬場にも提供依頼が増加している。人工

飼料では不向きな実験を行うユーザーには桑葉の供給も行なった。カイコ・ク

ワコの DNAレポジトリー 1000件の維持を行うために、提供で減少した DNAの

補充を行った。

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/top/top.jsp

NBRPにおいて、Oryzabase上の以下のサイトに TILLINGオープンラボの案内を開設

した。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

2011 400 9-1413 1-5
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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。

　近年は、持続的発展社会形成に貢献するため、乳酸菌資源および極限環境微

生物（主に、九州地方に多数存在する地熱地帯、地熱発電所や温泉を分離源と

する好熱性微生物）やそのウイルスの探索、収集、機能開発を進めている。こ

れら国内の微生物遺伝子資源の探索に加え、海外の微生物遺伝子資源の開発に

も協力している。一例として、ネパールのカトマンズ大学とネパール伝統的発

酵食品中の発酵微生物の収集 ,	保存 ,	機能評価について共同研究を行っている。

　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　85種 211株

（B）分離株：Bacillus属、Geobacillus属、Lactobacillus属、Lactococcus属、

Pediococcus属、Pseudomonus属、Enterococcus属	及び Thermus属　24

種 1044株

（C）変異株：Bacillus属、Geobacillus属、Lactobacillus属および Thermus属　

16種 83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
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（C）変異株　Streptomyces属　12種 381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　139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　

 110種類

（C）変異 , 構築プラスミド　4100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、好熱菌系

統　55種類

（B）分離ファージ　乳酸菌および放線菌、好熱菌系統　176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　50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

　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。
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（分離 , 導入）

九州電力山川発電所

Geobacillus kaustophilus YS-29他　35　分離株

九州電力八丁原発電所

Thermus thermophilus HA-15他　82 分離株

鹿児島県湯権現温泉

Rhodothermus marinus YGH-1他　9 分離株

理化学研究所　バイオリソースセンター

Exiguobacterium sibiricum JCM 13490

Photobacterium profundum JCM 10084

Shewanella violacea JCM 10179

Flavobacterium psychrophilum JCM 8519

（分譲）

株式会社クリエイト

Lactobacillus johnsonii 30An4株他　乳酸菌 4菌株

野村善幸教授　（崇城大学）

プラスミドベクター  pSA3, pGK12



－ 59 －

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 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

ASO, Yoichi Ph.D. Professor

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

Plant Genetic Division

KUMAMARU, Toshihiro Ph. D. Associate Professor

a) Collection, evaluation and preservation of rice genetic resources

b) Mutagenesis and mutation spectrum in race
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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 their relatives

Microbial Genetics Division

OHSHIMA, Toshihisa Ph.D. Professor

HARA, Toshio Ph.D. Associate Professor

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, etc

c) Functional analysis and application of novel and useful genes found in    

industrial bacteria

d) Differentiation, antibiotic production and pock formation in Streptomyces

e) Genetic engineering in insect cells: Baculovirus expression vector
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Ⅶ．センター研究等配置図

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
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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 15 号を発刊致しました。本

年度末に、植物遺伝子開発分野の佐藤光先生がご定年退職されました。

　佐藤先生は 2期 4 年にわたり、遺伝子資源開発研究センター長を務められ、植物遺

伝子開発分野のみならず、センターの運営とナショナルバイオリソース事業等にご尽

力いただきました。また先生は平成 9年に遺伝子資源研究センターが時限廃止され、

遺伝子資源開発研究センターとして設置された際に文科省等への説明等で多大なご努

力を尽くされました。なお、先生は特命教授として植物遺伝子資源の開発にご尽力い

ただけることとなりました。

　佐藤先生のご退職により、本センターの教員数は 6名（平成 24 年 4 月現在）となり、

植物遺伝子開発分野は教員 1名となりましたが、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。

　皆様におかれましては今後とも、本センターの活動にご理解とご支援をいただきま

すよう、お願いいたします。

編集者

　代表	 伴野　　豊

	 熊丸　敏博

	 土居　克実

	 中嶋ひとみ
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