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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21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 テクニカルスタッフ 松坂　弘明

 准教授 熊丸　敏博  原田　良子

   技術補佐員 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

現機構の解明
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　・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）

教授・准教授 内野　敏剛 （生産環境科学部門）



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 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

・上野由宣、岡田太郎、伴野豊、山本幸治、麻生陽一： 熟蚕中腸膜画分における p29を

含むタンパク質複合体の変化， Entomotech， 33, 59-61， 2009年 03月．

・Kohji Yamamoto, Fumio Miake and Yoichi Aso, Satoshi Teshiba： Characterization 

of glutathione S-transferase of the saturniid moth, Samia cynthia pryeri (Lepidoptera: 

Saturniidae)， J. Appl. Entomol. ， 133, 278-283 ， 2009年 03月．

・Yan Meng, Susumu Katsuma, Takaaki Daimon, Yutaka Banno, Keiro Uchino, Hideki 

Sezutsu, Toshiki Tamura, Kazuei Mita, and Toru Shimada : The silkworm mutant lemon 

(lemon lethal) is a potential insect model for human Sepiapterin reductase deficiency, 

Journal of Biological Chemistry,284,17,11698-11705,2009年 04月 .

・Kohji Yamamoto, Meredith Moomey, Malini Rajagopalan and Murty Madiraju : 

Facilitation of dissociation reaction of nucleotides bound to Mycobacterium tuberculosis 

DnaA, J. Biochem., 143,759-764, 2009年 04月 .

・Kohji Yamamoto, Yuichi Shigeoka, Yoichi Aso, Yutaka Banno, Makoto Kimura, Takashi 

Nakajima : Molecular and biochemical characterization of a Zeta-class glutathione 

S-transferase of the silkworm, Pesticide Biochemistry and Physiology, 94,30-35,2009年

05月 .
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・Koh j i  Yamamoto ,  Sa tosh i  Tesh iba  and  Yo ich i  Aso  :  I den t i f i ca t i on  o f 

glutathione S-transferase of the rice leaffolder moth, Cnaphalocrocis medinalis 

(Lepidoptera:Pyralidae): Comparison of its properties of glutathione S-transferases from 

other lepidopteran insectsGST, Pesticide Biochemistry and physiology, 95,125-128,2009

年 5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/

　

植物遺伝子開発分野

A 原著論文

1)Y. Onda, T. Kumamaru, Y. Kawagoe. ER membrane-localized oxidoreductase Ero1 is 

required for disulfi de bond formation in the rice endosperm. Proc. Natl. Acad. Sci. USA， 

106, 14156-14161 (2009)

2)T.Akasaka, N.T.Vu, K. Chaen, A.Nishi, H.Satoh, H.Ida, T.Omori, M.Kimura. The action 

of rice branching enzyme I (BEI) on starches. Biosci. Biotechnol. Biochem. (2009) 

3)K.C. She, H. Kusano, M. Yaeshima, T. Sasaki, H. Satoh, H. Shimada. Reduced rice 

grain production under high temperature stress is tightly correlated with ATP shortage 

during seed development. Plant Biotechnology, (2010) 

4)A.Kubo, G.Akdogan, M.Nakaya, A.Shojo, S.Suzuki, H.Satoh and S.Kitamura. Structure, 

physical and digestive properties of starch from wx ae double mutant rice. Agricultural 
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and Food Chemistry  (2010) 

5)S.K.Hwang, A.Nishi, H.Satoh and T.W.Okita. Rice endosperm-specific plastidial  

-glucan phosphorylase is important for synthesis of short-chain malto-oligosaccharides. 

Archives of Biochemistry and Biophysics, (2010) 

6)Kumamaru T., Y. Uemura, Y. Inoue, Y. Takemoto, S. U. Siddiqui, M. Ogawa, I. Hara-

Nishimura and H. Satoh. Vacuolar processing enzyme plays an essential role in the 

crystalline structure of glutelin in rice seed. Plant and Cell Physiology 51, 38-46 (2010)

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

・H. Yanai, K. Doi and T. Ohshima： Sulfolobus tokodaii ST0053 Produces a Novel 

Thermostable, NAD-Dependent Medium-Chain Alcohol Dehydrogenase， Appl. Environ. 

Microbiol.， 75, (6) , 1758-1763， 2009年 04月． (査読あり ) 

・K. Doi, Y. Fujino, F. Inagaki, R. Kawatsu, M. Tahara, T. Ohshima, Y. Okaue, T. 

Yokoyama, S. Iwai, S. Ogata： Supersaturated silicic acid stimulated expression of a 

silica induced protein (Sip) in Thermus thermophilus， Appl. Environ. Microbiol.,  75 (8), 

2406-2413， 2009年 04月． (査読あり ) 

・K. Doi, Y. Nishizaki, Y. Fujino, T. Ohshima S. Ohmomo, S. Ogata： Pepdiococcus lolii 
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sp. nov. isolated from ryegrass silage， Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 59 (5) 1007-1010， 

2009年 05月． (査読あり ) 

・K. Minamihata, M. Tokunaga, N. Kamiya, S. Kiyoyama, H.Sakuraba, T. Ohshima, 

M. Goto： Development of a novel immobilization method for enzymes from 

hyperthermophiles， Biotechnol. Lett.,  31, 1037-1041，2009年 07月． (査読あり )

・Y. Tani, Y. Itoyama, K. Nishi, C. Wada, Y. Shoda, T. Satomura, H. Sakuraba, T. 

Ohshima, Y. Hayashi, T. Yabutani, J. Motonaka :　An amperometric  D-amino acid 

biosensor prepared with a thermostable D-proline dehydrogenase and a carbon 

nanotube-ionic liquid gel. Anal. Sci. 25, 919-924．2009年 07月． (査読あり ) 

・M. Farahat, T. Hirajima, K. Sasaki, K. Doi： Adhesion of Escherichia coli onto quartz, 

hematite and corundum: Extended DLVO theory and fl otation behavior. Colloids Surf B 

Biointerfaces，74 (1), 140-149 2009年 11月． (査読あり ) 

・R. Kawakami, H. Sakuraba, S. Goda S, H. Tsuge, T. Ohshima： Refolding, 

characterization and crystal structure of (S)-malate dehydrogenase from the 

hyperthermophilic archaeon Aeropyrum pernix, Biochim. Biophys. Acta, 2009年11月． (査

読あり ) 

・K. Yoneda, J. Fukuda, H. Sakuraba, T. Ohshima： First crystal structure of L-lysine 

6-dehydroenase as an NAD-dependent amine dehydrogenase， J. Biol. Chem.,  2010年

03月． (査読あり )  



－ 10 －

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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Structure, Physical, and Digestive Properties of Starch
from wx ae Double-Mutant Rice

AKIKO KUBO,†,§ GURAY AKDOGAN,† MAKOTO NAKAYA,† AIKO SHOJO,†

SHIHO SUZUKI,†, ) HIKARU SATOH,‡ AND SHINICHI KITAMURA*,†

†Graduate School of Life and Environmental Sciences, Osaka Prefecture University, Sakai,
Osaka 599-8531, Japan, and ‡Faculty of Agriculture, Kyushu University, Hakozaki, Fukuoka 812-8581,

Japan. § Present address: Ezaki Glico Co., Ltd., Nishiyodogawa, Osaka 555-8502, Japan.

) Present address: International Polysaccharide Engineering (IPE), Inc., Sakai, Osaka 599-8570, Japan.

Amylopectin is the principal component of starch. The amylose extender (ae) gene encodes the

starch-branching enzyme IIb, which is critical in determining the fine structure of endosperm starch.

To determine the relationship between the fine structure of amylopectin and its physical properties,

rice mutant lines defective in the ae function with altered fine structure of amylopectin and in

combination with the waxy (wx) background were selected for comparative studies with primary wild-

type and ae starches. The ae mutant endosperms accumulated a high amylose content starch with

long amylopectin chains. The ae and wx ae starches showed no significant difference in the unit

chain-length distribution of amylopectin and starch granule morphology. The wx ae starch displayed

a higher pasting temperature and higher peak viscosity. The gelatinization peak temperatures of the

wx, ae, and wx ae starches were 2.2, 13.1, and 17.1 �C higher, respectively, than that of the wild-

type starch, and the wx ae starch showed a retrogradation peak with a shorter cooling period than

that of ae starch. The raw ae and wx ae starches were almost indigestible by R-amylase in vitro.

Rats fed the wx ae starch showed slowly increasing blood glucose at a lower level than the rats fed

the wx or wild-type starch. These results indicate that the primary structure of the rice wx ae

amylopectin with enriched long chains changes the granular structure of the starch, including its

crystal structure, and results in resistance to in vitro or in vivo degradation.

KEYWORDS: Amylopectin fine structure; rice; mutant; starch; amylose extender; waxy

INTRODUCTION

Starch serves a fundamental role in the life cycle of plants as the
carbohydrate storage substance and the most important energy
reserve in the humandiet. Starch consists of twomajor components:
amylose and amylopectin. Amylose has mainly linear molecules
with R-1,4-linked D-glucosyl units and a few branches of R-1,6 link-
ages (1), whereas amylopectin is a highly branchedmolecule consist-
ing of short amylose chains connected with R-1,6 linkages (1, 2).

Onemaizemutant, the amylose extender (ae) mutant, produces
starch with amylose and amylopectin branch chains significantly
longer than those of normal maize starch (3-10), as a result of
a defective branching enzyme IIb function in starch synthesis
(11,12). Themaize aemutant starch shows a higher gelatinization
temperature and B-type crystallinity similar to potato starch,
whereas cereal starch generally shows A-type crystallinity. The
amylose/amylopectin ratio and amylopectin fine structure have a
significant impact on the physical properties of starch.Aswith the
maize ae mutation, biochemical and genetic analyses of the rice
aemutation showed that the ae starch has a higher gelatinization
temperature and contains a larger amount of amylose and

amylopectin with longer chains than wild-type starch, as a result
of branching enzyme IIb deficiency (13-15). To eliminate the
effects of amylose on the physical and structual properties of
starch granules in the ae mutant, we tested starch from the
amylose-free ae mutant line wx ae, which was produced by
crossing the ae and waxy (wx) mutants (15,16). This starch needs
a higher urea concentration to gelatinize because of the enriched
long chains in its amylopectin fine structure. These observations
suggest that the ae and wx ae mutants might be useful in
understanding not only the function of branching enzymes in
starch biosynthesis but also the properties of starch as a novel
material for food and industrial applications.

Resistant starch is defined as the part of starch that cannot be
digested in the small intestine (17) and is classified into four types:
(I) tissue entrapped starch, (II) native raw starch granules having
the B-type polymorphism and resistant to enzyme hydrolysis,
(III) retrograded amylose, and (IV) chemically modified starch.
Maize high-amylose starch is classified as type-II-resistant starch,
and rice ae starch is likely to be classified similarly. The glycemic
index (GI), which characterizes the carbohydrate in foods, is
ranked on the basis of the postprandial increase in blood
glucose (18). By virtue of the slow digestion and absorption of
their carbohydrate, low GI foods produce a more gradual rise in

*Towhom correspondence should be addressed. Fax:þ81-72-254-8163.
E-mail: skita@bioinfo.osakafu-u.ac.jp.
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 To identify the function of genes that regulate the processing 
of proglutelin, we performed an analysis of  glup3  mutants, 
which accumulates excess amounts of proglutelin and lack 
the vacuolar processing enzyme (VPE). VPE activity in 
developing seeds from  glup3  lines was reduced remarkably 
compared with the wild type. DNA sequencing of the  VPE  
gene in  glup3  mutants revealed either amino acid substitutions 
or the appearance of a stop codon within the coding region. 
Microscopic observations showed that  α -globulin and 
proglutelin were distributed homogeneously within  glup3  
protein storage vacuoles (PSVs), and that  glup3  PSVs lacked 
the crystalline lattice structure typical of wild-type PSVs. This 
suggests that the processing of proglutelin by VPE in rice is 
essential for proper PSV structure and compartmentalization 
of storage proteins. Growth retardation in  glup3  seedlings 
was also observed, indicating that the processing of 
proglutelin infl uences early seedling development. These 
fi ndings indicate that storage of glutelin in its mature 
form as a crystalline structure in PSVs is required for the 
rapid use of glutelin as a source of amino acids during 
early seedling development. In conclusion, VPE plays an 
important role in the formation of protein crystalline 
structures in PSVs.  

  Keywords:   Crystalline lattice structure  •   Oryza sativa  L  .    •  

Protein storage vacuole  •  Seed  •  Storage protein  •  Vacuolar 

processing enzyme  .  

   Abbreviations  :    ER  ,    endoplasmic reticulum   ;     MNU  ,     N -methyl- N -

nitrosourea   ;     PB  ,    protein body   ;     PSV  ,    protein storage vacuole   ; 

    VPE  ,    vacuolar processing enzyme.        

 The nucleotide sequence reported in this paper has been 

submitted to DDBJ under accession number AB109637.  

 Introduction 

 During seed development, most seed plants accumulate salt-

soluble proteins, 11S and 7S globulins, or alcohol-soluble prola-

mins in protein bodies (PBs) or protein storage vacuoles (PSVs). 

However, rice accumulates two kinds of storage protein, glute-

lin and prolamin (Tanaka et al.  1980 , Krishnan and White  1995 ). 

Glutelin, the dominant storage protein in rice, is homologous 

to leguminous 11S globulins and is accumulated in PSVs (Zhao 

et al.  1983 ). Unlike 11S globulins, however, rice glutelins are 

only soluble in a diluted acid solution. During seed develop-

ment, rice glutelin polypeptides are initially synthesized on the 

endoplasmic reticulum (ER) membrane as 57-kDa proglutelin 

(Yamagata et al.  1982 ), which is then transported to the Golgi 

apparatus and fi nally to the PSVs (Krishnan et al.  1986 , Yamagata 

and Tanaka  1986 ), where the proglutelin is cleaved to form 

acidic and basic subunits (Yamagata et al.  1982 ). 

 The PSVs of rice, which are irregularly shaped, accumulate 

glutelins and a small amount of globulins. The internal structure 

of the PSV is complex (Beachtel and Juliano  1980 , Krishnan et al. 

 1992 ), and contains several protein inclusions, which appear to 

be composed of distinct glutelin aggregates with a crystalline 

lattice structure (Beachtel and Juliano  1980 ). Electron micros-

copy of protein inclusions within PSVs in monocot and dicot 

seeds suggests that most of the mature 11S globulins assemble 

to form protein crystalline structures within the PSVs. 

 In soybean ( Glycine max ), the 11S precursor, proglycinin, is 

transported into the large central vacuole (Sengupta et al.  1981 ) 

where it is proteolytically processed to a mature form. Each 

mature subunit of glycinin is composed of an acidic and a basic 

chain that are covalently linked via a single disulfi de bond 

(Staswick et al.  1984 ). Cleavage of proglycinins is required for 

the subsequent assembly of proglycinin trimers into hexamers 

within the storage vacuoles, suggesting that the cleavage of the 
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ER membrane-localized oxidoreductase Ero1
is required for disulfide bond formation
in the rice endosperm
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The developing endosperm of rice (Oryza sativa, Os) synthesizes a
large amount of storage proteins on the rough (r)ER. The major
storage proteins, glutelins and prolamins, contain either intra or
intermolecular disulfide bonds, and oxidative protein folding is nec-
essary for the sorting of the proteins to the protein bodies. Here, we
investigated an electron transfer pathway for the formation of
protein disulfide bonds in the rER of the rice endosperm, focusing on
the roles of the thiol-disulfide oxidoreductase, OsEro1. Confocal
microscopic analysis revealed that N-glycosylated OsEro1 is localized
to the rER membrane in the subaleurone cells, and that targeting of
OsEro1 to the rER membrane depends on the N-terminal region from
Met-1 to Ser-55. The RNAi knockdown of OsERO1 inhibited the
formation of native disulfide bonds in the glutelin precursors (pro-
glutelins) and promoted aggregation of the proglutelins through
nonnative intermolecular disulfide bonds in the rER. Inhibition of the
formation of native disulfide bonds was also observed in the seeds of
the esp2 mutant, which lacks protein disulfide isomerase-like
(PDIL)1;1, but shows enhanced OsEro1 expression. We detected the
generation of H2O2 in the rER of the WT subaleurone cells, whereas
the rER-derived H2O2 levels decreased markedly in EM49 homozygous
mutant seeds, which have fewer sulfhydryl groups than the WT
seeds. Together, we propose that the formation of native disulfide
bonds in proglutelins depends on an electron transfer pathway
involving OsEro1 and OsPDIL.

protein disulfide isomerase � seed storage protein � esp2 �
hydrogen peroxide � protein body

The developing endosperm of rice (Oryza sativa, Os) synthesizes
a large amount of disulfide-bond-rich proteins, including 2

major groups of storage proteins, the acid- or alkaline-soluble
glutelins and the alcohol-soluble prolamins. During seed develop-
ment, these storage proteins are synthesized on the rough (r)ER
and translocated into the rER lumen, where oxidative protein
folding proceeds. Disulfide bond formation is necessary for the
sorting of the proteins to the protein bodies (PBs) (1). The assembly
of prolamins into the ER-derived PBs (PB-I) is stabilized by
intermolecular disulfide bonds, whereas the glutelin precursors
(proglutelins) form intramolecular disulfide bonds before being
transported via the Golgi from the ER to the protein storage
vacuole (PSV, also designated PB-II) (2–4).

Protein disulfide isomerase (PDI) is the principal catalyst for
disulfide-linked protein folding in the ER lumen, functioning as the
direct donor of disulfide bonds to nascent polypeptides by a
thiol-disulfide exchange reaction (5). The activity of PDI depends
on 2 pairs of Cys residues, each of which is found in the CGHC motif
within a thioredoxin-like redox-active domain (5). The rice genome
encodes 7 OsPDI-like (L) proteins containing 2 thioredoxin-like
active domains with the CxxC motif, OsPDIL1;1-1;4 and
OsPDIL2;1-2;3 (6). OsPDIL1;1 is an orthologue of Zea mays
(Zm)PDIL1;1, which is by far the most highly expressed in the
maize endosperm (6). Studies on the OsPDIL1;1-knockout rice
mutant, esp2, showed that OsPDIL1;1 has an important role for the
segregation of prolamins and proglutelins in the ER (7). Glutathi-

one constitutes the major small-molecule redox buffer in the ER.
The redox state of the ER is more oxidative than that of the cytosol
in eukaryotic cells. The ratio of reduced glutathione to oxidized
form ([glutathione (GSH)]/[oxidized glutathione (GSSG)]) ranges
from 1:1 to 3:1 in the ER, whereas it ranges from 30:1 to 100:1 in
the cytosol (8). In the endosperm cells, which are devoted to the
synthesis of disulfide-rich storage proteins, large amounts of reduc-
ing equivalents flux from the cytosol into the ER in the form of Cys
residues during the synthesis of storage proteins, and storage
proteins are sequestered from the ER lumen to the PBs. A key
question is how the endosperm cells constantly establish the ER
redox environment favorable for regeneration of oxidized PDIL;
thus, facilitating oxidative folding of nascent polypeptides.

The flavoenzyme Ero1p was first identified in yeast by mutation
studies of the temperature-sensitive conditional mutant ero1-1,
which fails to support protein disulfide bond formation in the ER
and consequently accumulates misfolded proteins (9, 10). Ero1p
supplies oxidizing equivalents for disulfide bond formation in the
ER, by relaying the oxidizing power from molecular oxygen to the
reduced yeast Pdi1p (11–13). Ero1p directly oxidizes the active site
of Pdi1p by thiol-disulfide exchange reactions with the oxidized
shuttle Cys pair, Cys-100-Cys-105, the reduced form of which is
reoxidized by the active-site Cys pair, Cys-352-Cys-355 (14–16).
Ero1 proteins of different species characterized to date are all
localized to the ER. However, the mechanisms for their ER
retention appear to differ; yeast Ero1p is tightly associated with the
ER membrane (9, 10), whereas human Ero1� and Ero1� are
retained in the ER by covalent interactions with PDI and ERp44
(17). The cDNA clones encoding plant homologues of yeast Ero1p,
AERO1 and AERO2, have been isolated from Arabidopsis (Ara-
bidopsis thaliana) (18). In vitro translation analysis showed that
these Arabidopsis Ero1 homologues are glycoproteins (18), but
their localization in the cell has not been characterized.

In this study, we investigated the roles of OsEro1 protein as a
source of protein disulfide bonds in the endosperm. The 3n
endosperm cells are unique; the endosperm exhibits a high level of
enzymatic activity to synthesize a vast amount of storage disulfide-
rich proteins during early seed development; and the endosperm,
but not the adjacent 2n embryo, is destined for programmed cell
death during the subsequent seed desiccation and maturation
phase. We studied the OsEro1 localization in the subaleurone cells
by confocal microscopic and biochemical analyses, and demon-
strated that the N-terminal region of OsEro1 functions as a rER
membrane-targeting signal. We produced OsERO1-knockdown
rice plants by inducing RNAi under the control of an endosperm-
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微生物遺伝子工学分野
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３．総説等要旨

家蚕遺伝子開発分野
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４．講演要旨

家蚕遺伝子開発分野
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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（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

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

大学院生物資源環境科学研究科（修士課程）

倉掛麻衣子 家蚕幼虫体液の熱凝集タンパク質に関する研究

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
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Hossain MD Tofazzal（ Bangladesh Agricultural University,Bangladesh）

【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）

川口　　穣 Functional analysis of AGPase LS2 in rice

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

ホアン　ヴァン　ナム (Vietnam)

  Physicochemical and Genetic Analysis of Recombinant Inbred IJwx 

Lines

村上　孝裕 イネグルテリン前駆体を多量に蓄積する glup2変異遺伝子の連鎖地図

の構築と同変異体の解析

井上　佳美 イネ胚乳における protein disulfi de isomerase like 2-3 (PDIL2-3)に関す

る変異体の選抜と解析

田口　修也 イネ胚乳澱粉生合成におけるpyruvate orthophosphate dikinase (PPDK)

の役割

白石　祥太 新たに同定したイネ胚乳澱粉合成の基質供給に関わる shrunken3変異

の遺伝学的研究

串間　飛志 イネの同化澱粉変異の簡易探索法の開発
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大学院生物資源環境科学研究科（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

【微生物遺伝子工学分野】

大学院修士課程修了者

今田　智子 新規色素依存性 L-グルタミン酸脱水素酵素の機能解析

長谷川絵里 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

片山　真之 大腸菌由来耐熱性 (R)-1,2-Propanediol dehydrogenaseの機能解析 

牟田口祐太 L及び D-アスパラギン酸の酵素分析法の開発  

江藤　俊介 藍建て工程に関与するインジゴ還元酵素の機能解析

趙瑩 ( ﾁｮｳｲﾝ・中国 )

  Purification and Characterization of L-Leucine Dehydrogenase from a 
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psychrophilic bacterium Sporosarcina psychrophila DSM 3

大学院博士課程修了者

藤野　泰寛 Molecular mechanisms of biomineralization in the formation of siliceous 

deposits by Thermus species（Thermus属細菌による生物鉱化現象の

分子機構）

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

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」　

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」

基盤研究 (B)「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」

若手研究 (B)「新機ピレスロイド代謝酵素の機能解析ならびに並びに特異的農薬

開発への応用」
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その他

（財）日本応用酵素協会「機能性タンパク質の創成を目指したスモールヒート

ショックタンパク質の構造特性の解明」

【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 (B) 研究代表　熊丸敏博

イネプロラミンの翻訳及び小胞体内への集積機構の解明， 

基盤研究 (A) 研究分担　佐藤光　

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

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 

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」
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【微生物遺伝子工学分野】

共同研究

大島：北海道立食品加工研究センター　食品バイオ部　発酵食品科，魚醤油の

D- アミノ酸の機能に関する研究． 

大島：株式会社ミツカン　ドライ事業カンパニー，醸造酢の D- アミノ酸の機能

に関する研究．

受託研究

大島　文部科学省タンパク３０００プロジェクト　好熱菌タンパク質の機能と

構造解析

３．講演会・セミナー・講習会

【家蚕遺伝子開発分野】

2009 年 7 月

夏休み公開講座

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）

2009 年 10 月

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）

2009 年 7 ～ 8 月

吉野ヶ里公園における企画に 40 日間程協力（佐賀）

【植物遺伝子開発分野】

佐藤　光
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アメリカ合衆国　Washington State University, Saturation mutagenesis by MNU 

treatment in rice. 2009年 10月 21日， 

ベ ト ナ ム　Plant Resource Center, Vietnam Academy of Agricultural Science. 

Mutations modifying starch properties in rice. 2009年 08月 12日 

中国　江蘇省農業科学院　Toward Genetic Engineering of starch in rice. 2009年 11

月 11日 

【微生物遺伝子工学分野】

・大島敏久・川上竜巳・小山正樹・櫻庭春彦

低温菌 Janthinobacterium lividum由来の巨大グルタミン酸脱水素酵素も特徴， 酵

素・補酵素研究会 (2009年度 )， 2009年 07月 11日， 奈良市． 

・大島敏久

フラビン含有アミノ酸脱水素酵素の構造と機能、及び応用， 日本アミノ酸学会　第

3回　夏のシンポジウム， 2009年 07月 19日，大丸別荘（福岡県二日市温泉）． 

 

・大島敏久・川上竜巳・小山正樹・櫻庭春彦

低温菌 Janthinobacterium lividum由来の巨大グルタミン酸脱水素酵素も特徴， 酵

素・補酵素研究会 (2009年度）， 2009年 07月 11日， 奈良市． 

 

・長谷川絵理・土居克実・大島敏久

メタゲノム法の開発， 日本生物工学会， 2009年 12月 05日， 九州工業大学飯塚キャ

ンパス． 

 

・片山真之・土居 克実・大島 敏久

（R）-1,2-Prppanediol dehydrogenaseno機能解析，日本生物工学会， 2009年 12月

05日， 九州工業大学飯塚キャンパス．

 

・藤野 泰寛・大島 敏久・緒方 靖哉・土居 克実
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Thermus thermophilus HB8のシリカ誘導性タンパク質の発現機構解析， 日本生物

工学会　2009年度大会， 2009年 09月 23日， 名古屋大学．

・今田 智子・中野 誠子・土居 克実・大島 敏久

新規色素依存性 L-グルタミン酸脱水素酵素の機能解析， 日本生物工学会　2009年

度大会， 2009年 09月 23日， 名古屋大学． 

 

・Ong Thi Anh Phuong・ 西崎陽祐・ 大桃定洋・ 緒方靖哉・ 大島敏久・ 土居克実

Isolation and identifi cation of novel lactic acid bacteria from silages in Okinawa， 日

本農芸化学会関西・中四国・西日本支部 . 日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部 . 日

本食品科学工学会西日， 2009年 10月 31日， 琉球大学． 

 

・今田智子・中野誠子・土居克実・大島敏久

Bacillus sp. DSM 406由来の新規色素依存性 L-グルタミン酸脱水素酵素の性質 ， 

日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部 . 日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部 . 

日本食品科学工学会西日， 2009年 10月 31日， 琉球大学．

 

・牟田口祐太・米田一成・櫻庭春彦・土居克実・大島敏久

D及び L-アスパラギン酸の酵素分析法の開発 ， 日本農芸化学会関西・中四国・西

日本支部 . 日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部 . 日本食品科学工学会西日， 2009年

10月 31日， 琉球大学． 

 

・藤野泰寛・岩井覚・緒方靖哉・大島敏久・土居克実

シリカストレスに対するThermus thermophilus HB8の応答 ， 日本農芸化学会関西・

中四国・西日本支部 . 日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部 . 日本食品科学工学会西日， 

2009年 10月 31日， 琉球大学． 

 

・長谷川絵理・土居克実・大島敏久

新規遺伝子資源探索におけるメタエンザイム法の開発、第 4回日本ゲノム微生物
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学会念会，2010年 03月 08日， 九州大学馬出キャンパス． 

 

・大島敏久

日本農芸化学会功績賞受賞講演、好熱菌由来の極限酵素の機能開発，日本農芸化学

会 2010年度大会，  2010年 03月 27日， 東京大学安田講堂． 

 

・牟田口 祐太・大森 勇門・赤野 裕文・土居 克実・大島 敏久： 食酢の D-アミノ酸

分析とその生産への乳酸発酵の関与， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03

月 28日， 東京大学． 

 

・米田一成・櫻庭春彦・村岡郁夫・老川典夫・荒木朋洋・河村俊介・大島敏久： 低

温菌 Flavobacterium frigidimaris KUS-1由来 L-スレオニン脱水素酵素の分子特性， 

日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 28日， 東京大学．  

 

・土居克実・ONG Thi Anh Phuong・藤野泰寛・大島敏久・大桃定洋・緒方靖哉： 

分子系統解析に基づく新規サイレージ乳酸菌の分離・同定， 日本農芸化学会 2010

年度大会， 2010年 03月 28日， 東京大学． 

 

・張 小冬・原 佑介・里村 武範・土居 克実・桜庭 春彦・大島 敏久： 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（L-ProDH）

の機能解析， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

 

・江藤俊介・城下真史・土居克実・大島敏久： 好熱菌由来のインジゴ還元酵素の機

能解析， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

 

・大森 勇門・牟田口 祐太・土居 克実・大島 敏久： ウシ血清アルブミン中の結合態

D-Asp残基の存在， 日本農芸化学会2010年度大会， 2010年03月29日， 東京大学． 

 

・桶崎陽友・山口かよ・鄭海涛・米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・末信一朗： 改変
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型 L-アスパラギン酸脱水素酵素を用いた L-アスパラギン酸バイオセンサの機能改

善， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

 

・里村武範・原佑介・櫻庭春彦・大島敏久： 超好熱性アーキア Aeropyrum pernix

に存在する色素依存性 L-プロリン脱水素酵素の機能解析， 日本農芸化学会 2010年

度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

 

・川上竜巳・小山正樹・櫻庭春彦・大島敏久： 巨大グルタミン酸脱水素酵素の活性

触媒残基の同定， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

 

・薮田行哲・野々松秀明・魚住洋平・米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・中野長久・

渡辺文雄

Pyrococcus horikoshiのメチルマロニル CoAムターゼの分子構造， 日本農芸化学会

2010年度大会， 2010年 03月 29日， 東京大学． 

・山口かよ・桶崎陽友・米田一成・櫻庭春彦・大島敏久・末信一朗

バイオセンサへの応用を目指したエラープローン RCAによる耐熱性 L-アスパラギ

ン酸脱水素酵素の機能改変， 日本農芸化学会 2010年度大会， 2010年 03月 29日， 

東京大学．

４．海外渡航

【家蚕遺伝子開発分野】

麻生　中国、浙江省農業科学院、大学・研究室訪問、2009 年 8 月

【植物遺伝子開発分野】

佐藤光 ミャンマー , Mandarey University of Science and Technology, (2009年7月 ) 
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 ベ ト ナ ム , Plant Resoures Centre, Vietnam Academy of Agricltural 

Sciences, (2009年 8月 ) 

 アメリカ合衆国 , Washington State University, (2009年 10月 ) 

 中国 , 江蘇省農業科学院，(2009年 11月 )

熊丸敏博 アメリカ合衆国 , FRC（2009年 6月）

 アメリカ合衆国 , American Society for Plant Biology, 2009年 7月

【微生物遺伝子工学分野】

大島，ドイツ， Universitat Rostock， 目的， 2009年 09月

大島，イタリア， Institute of Protein Biochemistry of CNR， 目的， 2009年 10月

５．外国人来訪者

【家蚕遺伝子開発分野】

Hossain MD Tofazzal（ Bangladesh Agricultural University,Bangladesh）

【微生物遺伝子工学分野】

Christian Wandrey， 訪問教授， Institute for Biotechnology 2 　Juelich Research Center， 

ドイツ（日本学術振興会招聘事業）2009年 4月～ 5月 

Rolf Wichmann  訪 問 教 授 Fachbereich Bio- und Chemieingenieurwesen, Universitat 

Dortmunt, ドイツ、2009年 8月

Wanna Malaphan， 訪問研究員， Faculty of Science，Kasetsart University,  タイ．2010

年 2月～ 3月
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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）

2006 2007 2008 2009

生物体での分譲
国内 676 件 574 件 738 件 811 件

国外 14 件 122 件 30 件 170 件

DNA での分譲
国内 439 件 304 件 154 件 218 件

国外 0 件 0 件 20 件 30 件

（寄託）

カイコ 62 系統から抽出した DNA リソース 620 サンプルを受入

（フランス国、INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUEから寄託）

トランスジェニック蚕　20 系統
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（農業生物資源研究所）

（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

　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

　フランス INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUEから同国で

長年系と維持されてきたカイコ系統 62 種類の DNA サンプルの寄託を受けた。

卵巣凍結を利用した長期保存については、移植個体の蘇生率が 40 ～ 60％にま

で高まる大きな成果を得た。精子については系統による凍結耐性の異なりが大

きいので今年は精巣凍結も試行した。数例であるが蘇生する個体を得たので次

年度以降、可能性を追究する。

　系統管理としては、約 800 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。今年度はセラチア

菌による病気の大発生があり、3 系統を失う結果となった。病気の発生が一度

生じると、飼育室から短期間で病原体を除くのは困難であるため、遠隔地の指

宿試験地を第 2 蚕期に利用した。この利用で被害を最小限とすることができた。

防疫対策の面からも指宿試験地は維持が必要である。ところで、セラチア菌は

通常、カイコ体内に侵入しても体内で異常増殖し、発病するには至らない。し

かし、今年は何らかの原因でカイコ自体が虚弱であったために日和見感染となっ

たと考えられる。桑葉の栄養状態に問題があった可能性が高かったと考え、栄

養状態の良い桑葉の確保が出来るよう夏以降桑園管理を強化した。

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
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 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

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

2009 363 9-3074 1-8
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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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