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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   
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 原田 良子 
准教授 久保 貴彦 テクニカルスタッフ 有隅 久美子 
学振特別研究員 福田 真子 テクニカルスタッフ 須山 奈緒美 
学術研究員 松坂 弘明 技術補佐員 村田 亜紀 
学術研究員 中村 哲洋   

 
微生物遺伝子開発分野   
教授 土居 克実 研究支援推進員 守川 佳乃子 
助教 藤野 泰寛   
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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 
・イネの生殖発生と進化に関わる機構の解明 
・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31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） 
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, Banno Y.  

Enlargement of egg size by CRISPR/Cas9-mediated knockout of a sex-linked gene in  

the silkworm, Bombyx mori.  

Journal of Insect Biotechnology and Sericology, 87(3), 71-78 (2018)  

2)  Fujii T, Yamamoto K, Banno Y. 

Translucent larval integument and flaccid paralysis caused by genome editing in a gene 

governing molybdenum cofactor biosynthesis in Bombyx mori.  

Insect Biochemistry and Molecular Biology,  99, 11-16 (2018)  

3)  Fukumori H., Tanaka D. and Banno Y.  

Application of the V-cryoplate method for the cryopreservation of silkworm embryos. 

Journal of Insect Biotechnology and Sericology， 87(3), 89-96 (2018)   

4)  Matsuo K, Hirose Y, Yokoyama T, Nakajima Y, Hsu YF, Banno Y.  

Discovery of a New Species of Telenomus (Hymenoptera: Scelionidae) Parasitic on Eggs

of Bombyx mandarina and Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) in Japan and  

Taiwan. Journal of Insect Science,18(4), 10, 1-7 (2018)  

5)  Zhang H, Kiuchi T, Hirayama C, Banno Y, Katsuma S, Shimada T. 

A reexamination on the deficiency of riboflavin accumulation in Malpighian tubules in  

larval translucent mutants of the silkworm, Bombyx mori.  

Genetica, 146, 425-431 (2018)  

6)  Wang L, Dong Z, Wang J, Yin Y, Liu H, Hu W, Peng Z, Liu C, Li M, Banno Y,  

Shimada T, Xia Q, Zhao P.  

Proteomic Analysis of Larval Integument in a Dominant Obese Translucent (Obs)  

Silkworm Mutant.  

Journal of Insect Science, 18(6), 4, 1-10 (2018)  

7)  Fujii T, Banno Y,  

Identification of a novel function of the silkworm integument in nitrogen metabolism:  

Uric acid is synthesized within the epidermal cells in B. mori.  

Insect Biochemistry and Molecular Biology, 105, 43-50, (2019)  

8)  Yamamoto K, Haque MR, Saruta F,  

Identification and expression analysis of the replication factor C protein in the silkworm,

Bombyx mori,  
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Journal of Insect Biotechnology and Sericology, 88, 17-20 (2018) 

9)  Haque MR, Hirowatari A, Koyanagi Y, Ichinose T, Aibu M, Mohri S, Furuya S,  

Yamamoto K,  

Molecular characterization and expression analysis of a phosphoserine aminotransferase in

volving L-serine synthesis from the silkworm, Bombyx mori,  

Archives of Insect Biochemistry & Physiology, 101, e21553 (2018) 

10)  Haque MR, Higashiura A, Nakagawa A, Hirowatari A, Furuya S, Yamamoto K, 

Molecular structure of a 5,10-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase from the  

silkworm, Bombyx mori,  

FEBS Open Bio, 9, 618-628 (2018)  

11)  Yamamoto K, Higasiura A, Hirowatari A, Yamada N, Tsubota T, Sezutus H,  

Nakagawa A, 

Characterization of a diazinon-metabolizing glutathione S-transferase in the silkworm, Bo

mbyx mori by X-ray crystallography and genome editing analysis,  

Scientific reports, 8, 16835 (2018)   

12)  Fujii T, Yamamoto K, Banno Y. 

Translucent larval integument and flaccid paralysis caused by genome editing in a gene 

governing molybdenum cofactor biosynthesis in Bombyx mori.  

Insect Biochemistry and Molecular Biology,  99, 11-16 (2018)  

 
B. 著書・総説 
1) 伴野豊, 山本幸治, 藤井告, 分担執筆 

カイコの実験単, 監修日本蚕糸学会, （株）NTS 東京 

 
C. 学会発表 
1) 小林希望子，木内隆史，勝間進，伴野豊，嶋田透， 

カイコ系統間の消化液アミラーゼ活性の変異に関するゲノム情報からの再検討  

日本蚕糸学会第89回大会，2019年3月23日，東京農工大学． 

2) 福森寿善, 田中大介，伴野 豊，  

カイコ胚子の超低温保存に向けた V-cryoplate 法の適用と冷却速度の最適化，  

日本蚕糸学会第89回大会，2019年3月23日，東京農工大学． 

3) 藤井告，川本宗孝，嶋田透，伴野豊，  

NGS解析で同定した新規油蚕系統特異的突然変異，  

日本蚕糸学会第89回大会，2019年3月23日，東京農工大学． 

4) 広渡愛子，坪田拓也，宇野知秀，瀬筒秀樹，山本幸治,  

プロスタグランジンEのカイコ・コリオン遺伝子発現に与える影響 

平成31年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会, 2019年03月23日, 東京農工大学. 
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5) 長岡純治, 山本幸治,  

カイコガオス生殖腺分泌物に含まれるSuperoxide dismutase (SOD) の存在, 

平成31年度蚕糸・昆虫機能利用学術講演会, 2019年03月23日, 東京農工大学. 

6) Yamamoto K, Wilson DK,  

Identification and characterization of a novel AKR from the silkworm, Bombyx mori,  

Carbonyl conference 2018, 2018年07月22日, コロラド州. 

7) Haque MR, Nai N, Hirowatari A, Furuya S, Yamamoto K,  

Identification and characterization of the serine hydroxymethyl transferase from silkworm

 (Bombyx mori),  

2018 第55回化学関連支部合同九州大会, 2017年06月30日, 北九州市. 

 
【植物遺伝子開発分野】 
 
A. 原著論文 
1) Elakhdar A., T. Ushijima, M. Fukuda, N. Yamashiro, Y. Kawagoe, T. Kumamaru.  

Eukaryotic peptide chain release factor 1 participates in translation termination of specific 

cysteine-poor prolamines in rice endosperm.  

Plant Science 281, 223-231 (2019) 

2) Sallam A., A. Amro, A. EL-Akhdar, M. F. A. Dawood, T. Kumamaru, P. S. Baenziger.  

Genetic diversity and genetic variation in morpho-physiological traits to improve heat tolerance 

in Spring barley.  

Molecular Biology Report 45 (6), 2441-2453 (2018)  

3) Tian L., H. L. Chou, L. Zhang, S. K. Hwang, S. R. Starkenburg, K. A. Doroshenk, T. 

Kumamaru, T. W. Okita.  

RNA-binding protein RBP-P is required for glutelin and prolamine mRNA localization in rice 

endosperm cells.  

Plant Cell 30, 2529-2552 (2018).  

4) Tian L., Y. Xing, M. Fukuda, R. Li, T. Kumamaru, D. Qian, X. Dong, L. Q. Qu.  

A conserved motif is essential for the correct assembly of proglutelins and for their export from 

the endoplasmic reticulum in rice endosperm.  

Journal of Experimental Botany 69 (21), 5029-5043 (2018).  

5) Yang Y., H. L. Chou, A. J. Crofts, L. Zhang, L. Tian, H. Washida, M. Fukuda, T. Kumamaru, O. 

J. Oviedo, S. Starkenburg, T. W Okita. 

Selective sets of mRNAs localize to extracellular paramural bodies in the rice glup6 mutant line. 

Journal of Experimental Botany 69, 5045-5058 (2018). 
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6) Elakhdar A., T. Kumamaru, C. O. Qualset, R. S. Brueggeman, K. Amer, L. Capo-chichi. 

Assessment of genetic diversity in Egyptian barley (Hordeum vulgare L.) genotypes  

using SSR and SNP markers. 

Genetic Resources and Crop Evolution 65, 1937-1951 (2018)  

7) Miura S., N. Crofts, Y. Saito, Y. Hosaka, N. F. Oitome, T. Watanabe, T.Kumamaru,  

N. Fujita. 

Starch synthase IIa-deficient mutant rice lines produce endosperm starch with lower gelat

inization temperatures than japonica rice cultivars. 

Frontiers in Plant Science 9, 645, (2018). 

8) Gotoh E., Suetsugu N., Yamori W., Ishishita K., Kiyabu R., Fukuda M., Higa T., Shiro

uchi B., Wada M.   

Chloroplast accumulation response enhances leaf photosynthesis and plant biomass  

production. Plant Physiology 178 (3), 1358-1369 (2018) 

 
B. 著書・総説 

 無し 
 
C. 学会発表 
 
1) 池田拓之，田中若奈，鳥羽大陽，前野哲輝，津田勝利，城石俊彦，倉田哲也，坂本智昭，村

井正之，松坂弘明，熊丸敏博，平野博之,  

BELL1型ホメオドメイン転写因子をコードするRIとRIL1遺伝子は花序構築とメリステムの維持

を制御する, 日本植物生理学会, 2019年3月, 名古屋大学 

2) 池田 拓之, 田中 若奈, 鳥羽 大陽, 鈴木 千絵, 前野 哲輝, 津田 勝利, 城石 俊彦, 倉

田 哲也, 坂本 智昭, 村井 正之, 松坂 弘明, 熊丸 敏博, 平野 博之,  

イネの花序構築を制御する BELL1型ホメオボックス遺伝子 RI と RIL1の機能解析,  

日本育種学会, 2019年 3月, 千葉大学 

3) Nguyen Thi Phuong Tho, Tetsuhiro Nakamura, Toshirhiro Kumamaru, Takahiko Kubo,  

Characterization of a new sugary gene in rice,  

九州育種談話会,  2018年12月, 南九州大学  

4) Siti Nur Azizah Fauziyati Rahma, Toshirhiro Kumamaru, Takahiko Kubo,  

A map-based cloning of a gene interacting with a pollen killer,  

九州育種談話会, 2018年12月, 南九州大学  

5) Ammar Elakhdar, Tomokazu Ushijima, Masako Fukuda, Noriko Yamashiro, Yasushi Kaw

agoe, Toshihiro Kumamaru,  

ESP1 encoding eukaryotic peptide chain release factor 1 regulates the termination of a s

pecific cysteine-poor prolamines in rice endosperm,  

九州育種談話会, 2018年12月, 南九州大学 
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6) 久保貴彦, 山形悦透, 安井秀, 佐藤豊, 熊丸敏博,  

イネ変異体コレクションの評価 -現状と今後-,  

九州育種談話会, 2018年 12月, 南九州大学 

7) 佐藤 豊、鈴木 俊哉、髙橋 実鈴、津田 勝利、野々村 賢一、久保 貴彦、熊丸 敏博、 

安井 秀,  

NBRP「イネ」：イネ属遺伝資源利活用高度化プロジェクト,  

日本分子生物学会, 2018年11月, パシフィコ横浜 

8) 福田真子, 熊丸敏博,  

イネ種子貯蔵タンパク質グルテリンの小胞体から液胞への細胞内輸送機構の解明,  

日本植物学会, 2018年9月, 広島大学 

9) Saw Myat Nwe，Masako Fukuda，Toshihiro Kumamaru,  

The role of the Protein Disulfide Isomerase Like (PDIL) 2-3 in the accumulation of the storage 

proteins in rice endosperm,  

日本育種学会, 2018年9月, 岡山大学 

 
D. 特許出願 

なし 
 
E. 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 

 
F.その他 

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

 
【微生物遺伝子開発分野】 
 
A 原著論文 
1) Hirokazu Suzuki, Tomoaki Abe, Katsumi Doi, Toshihisa Ohshima 

Azoreductase from alkaliphilic Bacillus sp. AO1 catalyzes indigo reduction  

Applied Microbiology and Biotechnology 102(21), 9171–9181 (2018) 

 
B. 著書・総説 
 無し 
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C. 学会発表 
 
1) 末松 佑梨, 藤野 泰寛, 土居 克実,  

高度好熱菌Thermus thermophilusを用いた異種タンパク質発現システム,  

日本農芸化学会2019年度大会, 2019.03. 

2) 木室 綾華, 山迫 彩華, 藤野 泰寛, 廣政 恭明, 土居 克実,  

Lactococcus lactis subsp. cremorisに感染する溶菌ファージQ1の特性およびゲノム解析, 

日本農芸化学会2019年度大会, 2019.03. 

3) Deguchi T, Kim M, Hindra M, Fujino Y, Doi K,  

Characterization of φOH2, a lysogenic phage infecting Geobacillus kaustophilus, 

JSBBA West 1st Student Forum, 2018.11. 

4) Shirazawa T, Chiba T, Kuroki M, Katakura Y, Doi K,  

Localization of the lytic protein Holins to mitochondria induces anti-cancer effect,  

JSBBA West 1st Student Forum, 2018.11. 

5) 白澤拓海, 千羽啓太, 黒木未知瑠, 原田額郎, 藤野泰寛, 片倉喜範, 土居克実,  

ガン細胞アポトーシス誘導における有効Holin種の探索及びその抗腫瘍効果の検討,  

第55回化学関連支部合同九州大会, 2018.06. 

6) 廣瀬万優, キムミナ, 藤野泰寛, 土居克実,  

好熱性ファージφOH2由来耐熱性溶菌酵素Endolysinのドメイン機能解析,  

第55回化学関連支部合同九州大会, 2018.06. 

7) 合田明日香, 前田純平, 金相完, 藤野泰寛, 田代康介, 土居克実,  

Lactobacillus otakiensisにおけるD-分岐鎖アミノ酸の生合成機構と役割,  

第55回化学関連支部合同九州大会, 2018.06. 
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2. 原著論文要旨 
家蚕遺伝子開発分野 
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植物遺伝子開発分野
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微生物遺伝子開発分野
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III. センターの活動状況 
 
1. 教育活動 
 
【家蚕遺伝子開発分野】 
 
大学院生物資源環境科学府（修士課程） 
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 
池永照美  テキスタイル素材としてのカイコ遺伝資源特性の評価に関する

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） 
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 

Rahma Siti Nur Azizah 

Fauziyati 

 Genetic and evolutionary study of INCENTIVE FOR KILLING 

POLLEN (INK) gene responsible for hybrid male sterility in rice  

Nguyen Thi Phuong Tho  Characterization of SUGARY2 gene involved in rice starch 

metabolism 

Hran Hong Quan  The construction of the genetic linkage map of Endosperm Storage 

Protein (ESP)3 gene regulating the cysteine rich prolamines 

 
大学院生物資源環境科学府（博士課程） 

Ammar El-Akhdar  ESP1/eRF1 involves in the translation termination of specific 

cysteine-poor prolamines in rice endosperm 

加藤 和直  登熟温度が異なる米の食味と胚乳澱粉の特性解析 

 
【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） 
副島 春香  繊維状ファージにおけるg5p (single strand binding protein)の特性

解析 

木室 綾香  乳酸発酵現場で単離されたファージのゲノム特性とプロファー

ジ誘導 
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末松 佑梨  高度好熱菌Thermus thermophilusを用いた異種タンパク質発現シ

ステムの構築 

 
大学院生物資源環境科学府（修士課程） 
吉田 直己  乳酸菌ファージQ1の感染機構の解明 

出口 朋也  好熱性ファージOH2の溶原化機構の解明 

小島 賢太  乳酸菌のD-アミノ酸生合成経路の解明 

白澤 拓海  ファージ由来Holを用いたガン治療法の開発 

Xayapatha Souliya  Identification of plant pathogenic microorganisms in Laos. 

       
大学院生物資源環境科学府（博士課程） 

Nguyen Cong Thanh  Application of phage therapy to plant disease in Vietnam   

土谷 直史  地熱発電所における好熱性微生物の網羅的解析 

下元 仁美  浴室汚染菌の性状・ゲノム解析 

 
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」 

 

ナショナルバイオリソースプロジェクト基盤技術整備プログラム 

課題管理者 伴野 豊 

「カイコ及び近縁野蚕の凍結保存技術の高度化」 

 

挑戦的研究 研究代表 山本 幸治 

「Ｘ線結晶構造を用いた農薬開発」 

 

国際共同研究加速基金 研究代表 山本 幸治 

「タンパク質構造情報を基礎とした昆虫成長阻害剤の創出」 

 

JASRI 研究代表 山本 幸治 

「アルドケト還元酵素の構造解析」 
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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）」 

 

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”  

 

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】 
 
高橋産業経済研究財団, 高橋産業経済研究財団研究助成 研究代表 土居克実 

「地熱発電の高次利用に資するバイオ素材の開発」 

 

アサヒグループ学術振興財団, 第22回アサヒグループ学術振興財団学術研究 

研究代表 土居 克実 「成乳酸菌が生産する分岐鎖D-アミノ酸の代謝機構と食機能の解明」 

 

若手研究(B), 研究代表 藤野 泰寛 

「バイオテクノロジーを利用した耐熱化シリカ重合・分解酵素の創製」 

 
3. 講演会・セミナー・講習会 
 
【家蚕遺伝子開発分野】 
 
伴野 豊 
JST 主催サイエンスアゴラ企画出展 「バイオリソースの重要性カイコを事例に考える−」 テ

レコムセンタービル 2018 年 11 月 
 
大阪市立大学第 10 回 OCARINA 国際シンポジウム 招待講演  

「カイコバイオリソースとサイエンスの繋がり」大阪市立大学 2019年3月 
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【植物遺伝子開発分野】 
 

熊丸敏博 

2018年6月東京 新品種育法・栽培開発加速プラットフォーム ワークショップ 

 
4. 海外渡航 
 
【家蚕遺伝子開発分野】 

 

山本 幸治 

USA，Colorado，Carbonyl Meeting 2018, 2018年7月 
 
【植物遺伝子開発分野】 

 

熊丸敏博 

アメリカ合衆国，FRC (サクラメント), 2018年9月  

ミャンマー, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research (ネピドー), 2019年3月 

 

久保貴彦 

ミャンマー, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research (ネピドー), 2019年3月 

 
【微生物遺伝子開発分野】 
 

 藤野 泰寛 

オーストラリア, The University of Queensland, 2018年9月 

 
5. 訪問研究員等 
 
なし 
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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 

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。 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

生物体 
での分譲 

国内 1295 件 609 件 680 件 763 件 862 件 

国外 75 件 128 件 115 件 163 件 188 件 

DNA 
での分譲 

国内 20 件 205 件 64 件 30 件 0 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） 
・ 桑の分譲、栽培に関する専門知識の提供（研究者、一般） 
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・ 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） 
日本医療研究開発機構(AMED)のナショナルバイオリソースプロジェクト NBRP 採択による

経費、文部省の系統保存費の補助金を受け、本分野のメイン事業として行っている。ここでは、

NBRP 活動を中心に抜粋し、報告する。本年度の NBRP 事業は、先端科学に対応し得る高品質

なカイコバイオリソースを収集・保存・提供する基盤を構築することを目的に、九州大学（中

核機関）、東京大学（分担機関）、信州大学（分担機関）と共同で事業を行った。 
 
・中核機関である本分野のコアリソース約 500 種類は長野県松本市の風穴、信州大学の野蚕系

統は九州大学でバックアップ保存した。遺伝子組換え系統の大半（約 150 系統）は凍結保存に

よって維持している。 
・分担機関（東大）で行なっている坂戸系クワコ・イチジクカサンの保存・提供業務を中核機

関へ集約する準備を行った。 
・カイコで開発した卵巣の凍結保存方法が分担機関（信大）で担当しているサクサンにも適用

可能であることを明らかにした。 
・ニュースレター“おかいこさま”を 3 回（4 月、８月、12 月）発行し、研究コミュニティに

配布した。海外ユーザーの拡大を目指し、英語版のニュースレターを作成した。 
・遺伝学研究所川本祥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。 
 
＜個別の事業概要＞ 
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、ENU 系統を各々4 系統収集し、p20 系統で置換したクワコのコンソミック

系統の育成を行い、38 系統を選抜した。 
・薬物評価、病態モデル、有用タンパク質の発現に適した標準系統に関してユーザー意見を収

集し、候補の絞り込みを行うと共にユーザーから３系統のカイコ系統の寄託を受けた。 
・保有系統のうち 650 系統に関し、卵、幼虫、蛹時期に形質の評価を行い、高品質化をはかっ

た。 
②カイコバイオリソースの保存・提供 
・新規に 50 系統の凍結保存を行った。 
・２種の致死遺伝子について、分子マーカー管理を可能とした。 
・飼育室環境の管理、良質桑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。 
・第１期でコア系統を中心に採卵し、それを基本に、年間計 6 回の飼育により、卵から成虫の

各ステージでの提供事業を行い、提供件数は 1050 件であった。 
 
③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った。近年は大学移転に向けた新桑園の作業が加わり、

伊都地区と箱崎地区の２か所の管理を行っている。本分野は 2018 年 9 月 20〜25 日に移転を行

なった。9 月までは箱崎地区桑園を利用した。また 8 月からは 9 月末の移転に備えて、伊都地

区での新桑園を利用して伊都地区の蚕室を用いて試験的飼育を行なった。試験飼育では病蚕は

なかったが、p50 系統ならびに同系統雄をクワコに連続戻し交配した T 系統群は５眠化が多発
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した。５眠化は葉質が劣る場合に出現する傾向が高い。本年は 8 月期に高温が続いたためと考

えられたが桑園の桑が十分に生育していない可能性も残る。9 月以降の伊都地区での飼育では

順調であった。伊都地区への桑園作りは次年度以降も引き続き評価する必要は残るものの１年

次の評価としては何とか移転に間に合ったという感が強い。 
尚、箱崎地区の桑園と飼育施設建物は平成 31 年 8 月まで維持することを申請し、認められて

いたので、桑園管理はシルバー雇用者１名を補助に加えて続いて行なった。春における飼育は

最も系統数が多く、その際、伊都地区での飼育に異常が生じた場合に備える為である。伊都地

区での桑園開発は、移転の 5 年前より開始したものの、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

応を協議して行われてきた。何とか移転１年目は乗り越えた状況である。関係者にはこの書面

でお礼を申し上げる次第である。 
指宿試験地の太田幸一技術専門職員が 2019 年 1 月急逝したため、2 月、３月は指宿試験地の

管理も福岡の職員が出張して対応した。 
 
◎H30 年度（2018.4〜2019.3）の桑園移転に伴う管理業務の主なものは以下の通りである。 
4 月 

第 3 工区（H26 年 3 月, H27 年 3 月植付け）、第 4 工区 17、18、19 圃場（H28 年 3 月桑植え

付け）、20、21、22 圃場（Ｈ29 年 3 月新植）、H30 年 3 月新植した第 4 工区建物前の 0.2 ha
の総面積約 2.6 ha の管理を行う。飼育は箱崎の建物で従来通り行っており、その飼育用桑は、

箱崎地区桑園、留学生会館横の香椎浜桑園の計 2ha から収穫しているので、本年度の管理面積

は 4.6ha となった。 
5 月 

箱崎地区桑園の利用による春蚕飼育（第 1 期）は最後となる。特に、香椎浜桑園（留学生会

館横）は最期の桑収穫となった。業務多忙で、福岡市西区シルバー人材センターに委託し、

伊都地区の桑苗植え付け後の全桑園の株間の除草を依頼しての管理（週 3 日 5 時間×6 名）。

十分な管理にはほど遠く、技術職員が交代で伊都に入り、トラクタ耕運及び乗用草刈機で草

刈りを昨年に続き行った。 
7 月 

昨年までに植え付けていた桑園を含め、ほぼ全桑園の生育は順調。 
8 月 

日照良く、高温も続いた。当番を伊都地区に派遣して試し飼育を始めた。箱崎でも飼育した

ので２か所で飼育を行なった。伊都地区では５眠蚕が多発した。高温による葉の硬化と考え

られた。 
9 月 

20 日から引越となる。箱崎の桑園利用も終了したが、来春の不慮の事故に備え、箱崎の飼育

室、１号、２号桑園は引き続き管理する。 
10 月 

伊都にて飼育開始、桑葉と飼育は良好。3 工区桑園にてイノシシが頻繁に出没、 
フェンスの下から桑畑内に進入している 

11 月 
全桑園草刈り、矮小枝の剪定＆粉砕 
 

12 月 
4 工区桑園内の斜面は危険であるため、業者に除草を依頼。 

 
2019 年 
1 月  

桑園の一部を春刈り、矮小枝切り＆条粉砕、草刈り 
2 月  

全桑園堆肥まき＆耕運、株間の草刈り、箱崎ハウスより桑摘み 
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3 月 
群馬大竹桑園より桑苗納入、建物前見本桑園に植え付けを行った。 
全桑園にカミキリ殺虫剤注入 
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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 

 

学内外の研究者を対象として、水田圃場と保存系統の見学会を開催した（写真）。 

 

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 

2017 402   18-3,855 2-2 

2018 474   14-145 2-17 
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【微生物遺伝子開発分野】 
 
微生物遺伝子開発分野における菌株の収集と保存は、発酵学講座、微生物工学講座など応用微

生物関連講座での有用微生物の探索とその研究過程で得られた分離株及び変異株の収集・保存

に始まる。これら菌株の多くはアルコール、有機酸、アミノ酸、核酸、抗生物質、酵素等の発

酵、食品、医薬、化学工業にまたがる広範囲の各種有用物質の生産に利用されている。また、

産業廃棄物の処理と資源化、炭酸ガス処理を含む地球環境の改善に係わる環境科学の基礎的・

応用的研究にも大きく貢献している。 
現在、以下のような菌株を保存している。 

 
I. 細菌 
(A) 基準株 Bacillus 属, Cellulomonas 属, Lactobacillus 属, Lactococcus 属, 

Pseudomonus 属, Thermus 属および大腸菌  
66 種 147 株 

(B) 分離株 Bacillus 属, Geobacillus 属, Ureibacillus 属, Lactobacillus 属, Lactococcus 属, 
Pediococcus 属, Pseudomonus 属, Enterococcus 属及び Thermus 属 
43 種 1104 株 
 

(C) 変異株 Bacillus 属, Geobacillus 属, Lactobacillus 属および Thermus 属 
23 種 185 株 

 
II. 放線菌 
(A) 基準株 Micromonospora 属, Nocardia 属, Rodococcus 属, Streptomyces 属および

Streptoverticillium 属  
155 種 171 株 

(B) 分離株 Streptomyces 属  
5 種 5 株 

(C) 変異株 Streptomyces 属 
10 種 311 株 

 
III. プラスミド 
(A) 導入プラスミドベクター 大腸菌、枯草菌（含む納豆菌）、乳酸菌、放線菌および酵

母系統  
165 種類 

(B) 分離プラスミド 枯草菌（含む納豆菌）、乳酸菌および放線菌系統  
127 種類 

(C) 変異・構築プラスミド 4300 種類以上 
 
IV. ファージ 
(A) 導入ファージ・ファージベクター 大腸菌、乳酸菌、放線菌系統  

35 種類 
(B) 分離ファージ 乳酸菌および放線菌、アーキア系統  

207 種類 
(C) 変異・構築ファージ 大腸菌、乳酸菌および放線菌系統  

85 種類 
 
V. 糸状菌 
(A) 基準株 Aspergillus 属, Mucor 属および Penicillium 属  

3 種 25 株 
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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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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。 

     

－ 44 －



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. 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. 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. 
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Microbial Genetics Division 
 

DOI, Katsumi Ph. D. Professor 
FUJINO, Yasuhiro Ph. D. Assistant 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 
(AG22棟：カイコバイオリソース研究施設) 
Tel.& Fax. 092-802-4820, 4819, 4816, 4822 
 
 
 
 

 
 
植物遺伝子開発分野 
(アグリ・バイオ研究施設棟) 

Tel. & Fax. 092-802-4842, 4844, 4843 
 
微生物遺伝子開発分野 
(アグリ・バイオ研究施設棟) 

Tel. & Fax. 092-802-4845, 4846 
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編集後記
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