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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 岡山大学大学院自然科学研究科 

( 中 国 側 ) 拠 点 機 関： 中国科学院昆明植物研究所 

 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおける有用植物遺伝資源研究拠点の構築                                   

                   （交流分野：育種学           ）  

（英文）： Cooperative Research and Educational Center for Important Plant Genetic  

  Resources in East Asia                                   

                   （交流分野： Plant Breeding      ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.okayama-u.ac.jp/user/acore/                                         

 

３．採用年度 

 平成 ２１年度（  ３ 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：岡山大学大学院自然科学研究科 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：自然科学研究科・科長・則次 俊郎 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：自然科学研究科・教授・加藤 鎌司 

 協力機関：北海道大学大学院農学研究院，鳥取大学農学部，総合地球環境学研究所， 

      財団法人 花と緑の銀行 中央植物園部 

 事務組織：岡山大学国際センター事務室 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：中華人民共和国 

拠点機関：（英文）Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences 

      （和文）中国科学院昆明植物研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Laboratory of Plant Taxonomy and  

         Ethnobotany, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of  

         Sciences・Professor・Chunlin Long 
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 協力機関：（英文）Yunnan Agricultural University，Sichuan Agricultural University， 

          Jiangsu Academy of Agricultural Sciences，School of Agriculture  

          and Bioengineering Tianjin University，Xinjiang Academy of 

                   Agricultural Sciences，Xinjiang Agricultural University 

（和文）雲南農業大学，四川農業大学，江蘇省農業科学院，天津大学農業生 

    物工程学院，新疆農業科学院，新疆農業大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

 

５．全期間を通じた研究交流目標  

 生物の多様性・遺伝資源が全地球規模で急速に失われているなか，中国雲南省およびそ

の周辺地域を含む東アジアは未利用植物資源の宝庫として，世界各国から熱い注目を集め

ており，遺伝資源をめぐる国家戦略上極めて重要な地域である．中国科学院昆明植物研究

所は豊富でユニークな資源を背景として基礎・応用研究を展開している世界的な研究機関

であり，岡山大学は，日本の大学・研究機関として唯一の「大学間交流協定」を同研究所

と締結し，10 年以上にわたって研究教育交流を行ってきた．本事業では，昆明植物研究所

を基幹として研究教育交流を発展・加速化させ，照葉樹林帯に分布する多様な植物資源の

調査・保存・評価・開発研究のための有用植物遺伝資源研究拠点を諸外国に先駆けて構築

する． 

 ヒマラヤ山麓に広がる中国雲南省およびその周辺地域は重要作物のイネ，ムギ類，ダイ

ズ，ウリ科作物，タロイモおよび野生植物の遺伝的多様性の宝庫である．そこで，これら

の植物資源に関するフィールド調査を共同で行い，種子サンプル，パスポートデータや腊

葉標本を昆明植物研究所に新設されたジーンバンクに登録し，同バンクの整備に貢献する

とともに，貴重な遺伝資源（種子など）を日本に導入する．また，日本側研究グループが

保有する分子遺伝学，分子生物学などの先端的技術を駆使して，遺伝資源の評価・開発研

究および基礎研究を展開する．共同研究の課題は，以下の３つにまとめられる． 

 ① 植物遺伝資源の探索 

 ② 植物遺伝資源の多様性解析 

 ③ 植物遺伝資源の評価・開発研究 

 このような研究教育拠点を構築するには濃密な研究者交流・人脈形成が不可欠であり，

ジョイントセミナーなどを定期的に開催して共同研究について議論するとともに，研究者

交流を促進して，研究教育拠点としての実質化・継続的発展をめざす．特に，次世代を担

う若手研究者（准教授，助教，ポスドク研究員，大学院生）の相互交流（長・短期）を促

進して，幅広い知識や技術を身につけ，また国際感覚にあふれる人材の育成に努める． 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

１．植物遺伝資源の探索 

平成２１年度から２２年度にかけて，本事業による遺伝資源探索調査を８回，また他

経費による調査を６回実施した．研究成果の概要，目標達成状況は下記の通りである． 

○キュウリ属（Cucumis 属）植物；Cucumis 属の主要作物はメロンとキュウリであ

る．このうちヒマラヤ東麓部で起源したと考えられているキュウリについて，中国

雲南省，ヴェトナム北部及びラオスにおいて遺伝資源調査を行い，近縁野生種の C. 

hystrix 及び C. debilis の自生を確認し，遺伝資源を導入することができた．また，

研究交流を通じて栽培キュウリの遺伝資源を導入した． 

○ネギ属植物；ユーラシア産ネギ類の中でも，2n=22 という特異な染色体数と１対の

端部動原体型染色体を保有し，食用として栽培もされる Allium hookeri を中心とし

た遺伝資源調査を，中国雲南省北西部において行った．その結果，Allium hookeri var. 

hookeri の自生と栽培を確認することができ，遺伝資源を導入することができた． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；シュウカイドウ属植物は観賞価値が高い種が多く，

観賞植物として栽培されるほか，食用として用いられる種もある．平成２１年度は

雲南省および広西壮族自治区において遺伝資源調査を行った．その結果，B. palmata， 

B. silletensis，B. hurunensis など未同定種を含めて 10 分類群のベゴニアを昆明植

物研究所に導入することができ，野生植物約150点の標本を収集することができた． 

 ○ムギ類；ウズベキスタン，タジキスタン，タジキスタン山岳地域（パミール高原）

及びロシア南部ダゲスタン共和国においてムギ類遺伝資源の現地調査を行い，コム

ギ・オオムギの在来品種及びそれぞれの近縁野生種（Ae. tauschii, H. bulbosum, H. 

spontaneum など）を収集・導入することができた． 

○ダイズ；中国雲南省の遺伝資源調査を行い，多種多様な種子形態を持った在来系統

を収集することができた．また，日本の北陸，中部地方を中心にダイズの野生種ツ

ルマメの調査を行い，福井県，石川県，富山県において路傍，田畑の縁，河川の氾

濫原などで採集することができた． 

○ツバキ属（Camellia 属）；ツバキ属植物は観賞価値が高い種が多いばかりではなく，

チャやユチャなどお茶や油の原料植物もあり，たいへん重要な植物群である．平成

２２年度は雲南省において最も重要なツバキ属植物であるトウツバキの自生地にお

ける生育実態の調査を行った．また，組織培養による増殖技術の確立にも取り組ん

だ． 

 

２．植物遺伝資源の多様性解析 

○メロン；これまでに導入したミャンマー，イラン，ヴェトナム及び中国（新疆，雲

南）のメロン在来品種について RAPD 多型及び SSR 多型を解析し，それぞれが遺伝

的に多様であること，そして周辺地域もしくは日本のメロンとの類縁関係を明らか
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にすることができた．また，ヴェトナム及び中国（雲南）のキュウリ在来品種につ

いても同様の解析を行っている． 

○ネギ属植物；採集した中国雲南省の A. hookeri var. hookeri の３か所の野生集団と

２か所の栽培集団について核型分析及び SSR 解析を行い，それぞれの集団が遺伝的

に多様であることを明らかにすることができた． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；これまでに収集した個体の染色対数を明らかにし，

系統分類学的解析を行った．  

 ○ムギ類；ムギ類遺伝資源の多様性解析ツールとして，次世代シーケンサーを用いて

細胞質ゲノムマーカーを開発する手法を確立した．また，タジキスタンにおけるオ

オムギの多様性を cDNA マーカーで解析し，ヴァヴィロフ記念全ロシア植物栽培研

究所の保存在来系統と比較解析した．さらに，中国雲南省のオオムギ在来系統及び

世界各国のオオムギ系統についてゲノム全体に分布する cDNA マーカーで解析して

類似性を検討した． 

○ダイズ；これまでに収集した野生および栽培ダイズ遺伝資源について，感光性の主

因であるフィトクローム A 遺伝子の塩基配列の多様性を解析した．非感光性系統の

主働遺伝子 E４に相当するフィトクローム A 遺伝子には、様々な系統で独立に生じ

た単一塩基あるは二塩基の欠失が生じており、それらは全てフレ－ムシフトの結果

機能を欠損した不完全なタンパク質をコードしていた． 

○チャ；チャの起源地である雲南省では Camellia sinensis の他に C. taliensis （大理

茶）も利用されている．雲南省各地より収集した C. taliensis 樹の遺伝的多様性を明

らかにするべく，DNA 解析を終えたところである． 

 

３．植物遺伝資源の評価・開発研究 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；新品種開発のため，これまでに収集した個体など

を利用して種間交雑を行っている． 

 ○ムギ類；雲南省のモンスーン気候帯で栽培されるムギ類遺伝資源は，梅雨に起因す

る各種の障害に対する耐性をもつことが期待される．解析の結果，赤かび病抵抗性

に優れる遺伝資源，ならびに湿害耐性をもつ遺伝資源を特定することができた． 

○ダイズ；野生ダイズのα-トコフェロール高含有系統とダイズを交雑して，F2 世代に

おけるα-トコフェロール含量の分離を調査した．対立性検定の結果，高含有野生系

統の一部がダイズの高含有系統と同じ遺伝子をもつことが示された．高含有遺伝子

を組み合わせた高αトコフェロールダイズを開発するために，様々な組み合わせの

分離分析を継続している． 

○ツバキ属（Camellia 属）；組織培養によるツバキ属植物の増殖技術の確立に取り組ん

でいる． 

○植物種子の長期保存；乾燥によって種子の生存率が低下する植物種においては，種
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子胚の細胞膜成分であるリン脂質の酸化が起こっていることをタンデム型質量分析

計を用いて証明することができた．この結果は，乾燥に弱い種子の保存方法として

抗酸化物質処理が有効である可能性を示唆している． 

○共同研究協定の締結；これまでに開催したセミナー及びシンポジウムにおいて研究

面での相互交流を深めることができた．その結果として，平成２２年８月に昆明植

物研究所において実施したシンポジウム期間中に，岡山大学と昆明植物研究所との

間で知的財産権に関わる条項も含めた共同研究協定を締結し，薬理活性物質に関す

る共同研究の基盤を整備した． 

○薬理活性物質の探索；上記協定の締結から半年が経過したところであるが，昆明植

物研究所より Dr. Yue-Hu Wang を招へいし，天然物由来物質の構造を一部変換した

新規物質を最終目的化合物として１０種類合成することに成功した．引き続き，メ

チシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）やバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌

(VRSA) 等に対する抗菌活性を解析しているところである．また，新たな生理活性

物質として期待される１２１種類のサンプルが昆明植物研究所より提供され，その

抗マラリア活性を解析しているところである． 

 

 

７．平成２３年度研究交流目標 

研究協力体制の構築；岡山（平成２１年）及び昆明（平成２２年）において実施したシ

ンポジウムやセミナーなどに日中双方の研究者の多くが参加し，また岡山大学長や昆明植

物研究所長のバックアップも受けながら，強固な研究協力体制の基盤を構築することがで

きた．知的財産権条項も含めた共同研究協定を締結したことにより，研究協力体制が飛躍

的に強化されたことは明らかである．本年度は岡山大学においてシンポジウムを１回，ま

た昆明植物研究所においても１回開催し，研究協力体制をさらに強固なものに発展させる．

さらに，若手研究者の長期・短期招へいなどを通じて研究交流を実質化する必要がある． 

学術的観点；平成２１年度及び２２年度に実施した合同現地調査により，世界的に貴重

な植物遺伝資源を多数導入することができた．これらのユニークな植物遺伝資源を研究基

盤として，進化・遺伝研究や新規植物機能の解明等の基礎研究、食糧の安定生産と環境へ

の負荷軽減を可能にする作物新品種の育成などの応用研究を日中双方の共同研究として展

開する．また，薬理活性物質の探索研究については，昆明植物研究所において薬草から抽

出・精製した天然物質の薬理活性に関する共同研究を継続するとともに，特許申請も視野

に入れてさらに発展させる予定である． 

若手研究者養成；平成２１年度及び２２年度に引き続き，日中双方の若手研究者が遺伝

資源の現地調査やシンポジウム・セミナーにおいて主体的役割を果たすとともに，短期及

び長期の若手研究者交流を促進して継続的な発展を目指す． 

課題独自の目標；平成２２年に岡山大学と昆明植物研究所との間で締結した共同研究協
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定に基づいて，薬理活性物質に関する共同研究を開始した．平成２３年度は，薬理活性物

質に関する共同研究を質的にも量的にも拡充する予定である． 

 

 

８．平成２３年度研究交流計画概要  

８－１ 共同研究 

 本事業では東アジアに分布する植物遺伝資源を研究基盤として，前述の３課題について

共同研究を展開する．各課題の詳細は下記の通りである． 

課題① 植物遺伝資源の探索 

 中国雲南省に分布する多様な植物遺伝資源のうち，本年度はネギ属植物，サトイモ属

及び常緑性低木のアリドオシ属植物などの現地調査を行う．本研究グループを構成する

植物遺伝資源探索チームが採集するサンプルは貴重な植物遺伝資源であり，その種子サ

ンプル，パスポートデータや腊葉標本を昆明植物研究所のジーンバンクに登録し，同バ

ンクの整備に貢献する．これらの貴重・ユニークな遺伝資源（種子など）を日本に導入

し，課題②および課題③の研究基盤とする． 

 現地調査には，経験豊富な研究者だけでなく，日中双方の若手研究者や大学院生を積

極的に参加させる．フィールド調査の実地体験や多様な植物資源の実物教育により，将

来を担う若手研究者の育成に取り組む． 

課題② 植物遺伝資源の多様性解析 

岡山大学，昆明植物研究所，北海道大学，弘前大学，富山県中央植物園などの各探索

チームがこれまでに行った現地調査により，ムギ類，イネ，ダイズ，チャ，ウリ科作物，

園芸植物などの植物遺伝資源を採集している．中国雲南省および周辺地域は複雑な地形

を反映して生態的に多様であり，採集したサンプルには形態的，生態的および遺伝的に

異なる多様な植物種が含まれており，東アジアにおける植物遺伝資源の多様性を解明す

るには，その詳細な解析が不可欠である．そこで，これらサンプルを日本で栽培して特

性評価を行うとともに，腊葉標本，個体，種子や DNA を用いて，細胞・分子遺伝学的解

析や生化学的解析を含む各種の解析を実施する．なお，平成２２年度に実施したミャン

マー野菜・果樹研究センターとの交流を通じて導入したウリ科の新規遺伝資源の解析を

本格化させる．  

この共同研究を加速化するために，新疆農業科学院より若手研究者を招聘する． 

 これらの研究により，植物の進化や重要な栽培植物の起源・伝播などの解明が期待さ

れるとともに，各植物遺伝資源のパスポートデータが蓄積される． 

課題③ 植物遺伝資源の評価・開発研究 

植物遺伝資源は未利用資源の宝庫であり，人類および地球環境の将来にとって不可欠

な存在である．特に，多様な生態系が狭いエリア内で隣接している中国雲南省および周

辺地域では，適応に重要な役割を果たす機能や遺伝子の多様性にも富むと考えられる．
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本事業では，課題①および②において整備される多様な植物遺伝資源の解析により，植

物がもつ新規な機能・成分や遺伝子を明らかにする． 

また，薬理活性物質の探索に関する共同研究については，平成２２年に共同研究協定

を締結して開始した共同研究を本格化させる．昆明植物研究所では，雲南省の少数民族

が利用している薬草から莫大な種類の天然物質を抽出しており，一方，岡山大学では，

薬理活性を明らかにできるアッセイ系・機器を備えているので，相互補完型の共同研究

を実施することができる．この共同研究を加速化するために，昆明植物研究所より若手

研究者を招聘する． 

 

８－２ セミナー 

日中双方の拠点機関のコアメンバーが一堂に会するシンポジウムを１０月に岡山大学

で開催し，平成２２年度までに行った共同研究の成果を共有するとともに，過去２年間

に実施したシンポジウムにおいて発表機会がなかった研究者からの研究内容紹介も含

め，今後３年間にわたる交流・共同研究の概要について認識を共有し，議論する．本シ

ンポジウムに引き続き，それぞれの研究グループごとにジョイントセミナーを開催し，

今後の共同研究について議論する． 

 ８月には，岡山大学の有機化学グループが昆明植物研究所を訪問して「薬理活性物質の

多様性」に関するセミナーを実施し，平成２２年度より本格化した薬理活性物質に関する

共同研究についての成果の共有，そして植物由来抽出物の種類をさらに拡充して多様な薬

理活性を見出すための計画立案を行う．  

 １２月には，神戸で開催予定の「SOL & ICuGI 2011（ナス科およびウリ科作物のゲノム

科学に関する合同国際シンポジウム，１１月２８日～１２月２日）」において「細胞質ゲノ

ム科学セッション」を共同開催する．ウリ科およびナス科における遺伝資源・遺伝・ゲノ

ム研究の最新の成果を共有し，有用植物遺伝資源に関する今後の共同研究の発展に資する．  

 なお，いずれのシンポ・セミナーにも日中双方の若手研究者・大学院生が多数参加して，

運営，研究発表，議論に積極的に加わる． 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 ３月に，岡山大学の「生物資源の開発・利用に関する国際連携教育」グループのシンポ

ジウムが、平成２２年度と同様に岡山で開催予定なので，本拠点形成グループからも現地

調査および共同研究の成果について日中双方の大学院生が発表し，相互交流を深める． 
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９．平成２３年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 
中国 

<人／人日> 

ロシア 

(日本側) 

<人／人日> 

ヴェトナム 

（日本側） 

<人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

8／93 

(6／24) 
   

8／93 

(6／24) 

中国 

<人／人日> 

15／331 

(2／14) 
    

15／331 

(2／14) 

ロシア(日本側) 

<人／人日> 
2／14     2／14 

ヴェトナム(日本側) 

<人／人日> 
2／14     2／14 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 

19／359 

(2／14) 

8／93 

(6／24) 
   

27／452 

(8／38) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

13／24  (64／108)  <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２５年度 

研究課題名 （和文）植物遺伝資源の探索 

（英文）Field Research of Plant Genetic Resources 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）加藤鎌司・岡山大学大学院自然科学研究科・教授 

（英文）Kenji Kato, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Guangwan Hu, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, 

Assistant Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 ロシア  ｳﾞｪﾄﾅﾑ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 3／51   3／51 

中国 

<人／人日> 
2／14    2／14 

ﾛｼｱ(日本側) 

<人／人日> 
2／14    2／14 

ｳﾞｪﾄﾅﾑ(日本側) 

<人／人日> 
2／14    2／14 

合計 

<人／人日> 
6／42 3／51   9／93 

② 国内での交流  6／11   人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

中国雲南省においてネギ属植物，サトイモ属及び常緑性低木のアリドオシ属

植物などの現地調査を行うとともに，これまでに採集した遺伝資源のパスポ

ートデータを構築する．また，必要に応じて，研究打ち合わせのために中国

側研究者を招へいして議論を行う． 

期待される研究

交流活動成果 

植物遺伝資源の種子サンプル，パスポートデータや腊葉標本を昆明植物研究

所のジーンバンクに登録し，同バンクの整備に貢献する．また，貴重・ユニ

ークな遺伝資源（種子など）を日本に導入し，研究基盤の充実が図られる． 

日本側参加者数  

２５ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

１３ 名 （１３－２ （ 中 ）国（地域）側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２５年度 

研究課題名 （和文）植物遺伝資源の多様性解析 

（英文）Diversity Analysis of Plant Genetic Resources 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐藤和広・岡山大学資源生物科学研究所・教授 

（英文） Kazuhiro Sato, Research Institute for Bioresources, Okayama 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Xiangyun Yang, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, 

Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 2／21  2／21 

中国 

<人／人日> 
6／95   6／95 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
6／95 2／21  8／116 

② 国内での交流   5／10    人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

これまでの現地調査により導入されたムギ類，イネ，ダイズ，チャ，ウ

リ科作物，ネギ属，園芸植物などの遺伝資源を日本側研究者の所属機関

において栽培して特性評価を行うとともに，腊葉標本，個体，種子や DNA

を用いて，細胞・分子遺伝学的解析や生化学的解析を含む各種の解析を

実施する．新疆農業科学院より若手研究者を招聘して，ウリ科作物に関

する共同研究を加速化する． 

期待される研究

交流活動成果 

植物の進化や重要な栽培植物の起源・伝播などの解明が期待されるとと

もに，各植物遺伝資源のパスポートデータが蓄積される． 

日本側参加者数  

２３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

１６ 名 （１３－２ （ 中 ）国（地域）側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２５年度 

研究課題名 （和文）植物遺伝資源の評価・開発研究 

（英文）Evaluation and Utilization of Plant Genetic Resources 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）馬場直道・岡山大学農学部・特命教授 

（英文）Naomichi Baba, Faculty of Agriculture, Okayama University, Professor 

Eemeritus Education 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Chunlin Long, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, 

Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3／21 

(3／21) 

 3／21 

(3／21) 

中国 

<人／人日> 
5／208 

  
5／208 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
5／208 

3／21 

(3／21) 
 

8／229 

(3／21) 

② 国内での交流   2／3    人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

植物遺伝資源がもつ新規な機能や遺伝子を明らかにする．ムギ類，ダイ

ズ，ウリ科作物，園芸植物などを対象として，環境適応性（出穂特性な

ど），耐病性，含有成分（α－トコフェノールなど）の遺伝解析および種

間交雑による野生種からの遺伝子導入法の開発などに取り組む．また，

雲南省の少数民族が利用している薬草に含まれる天然物質の薬理活性に

関する共同研究をさらに拡充する． 

期待される研究

交流活動成果 

地球環境変動下でも安定的な作物生産を可能にする有用機能の発見，ま

たそれを保有する有用遺伝資源の開発，などが期待される．また，抗菌

や抗マラリアなどの薬理活性をもつ新規天然物質の発見ならびに新規誘

導体の開発が期待される． 

日本側参加者数  

２４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

１８ 名 （１３－２ （ 中 ）国（地域）側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業「東アジアの植物遺伝資源に

おける薬理活性物質の多様性」 

（英文）JSPS Asian CORE Program Seminar on Diverse Pharmacological 

Substances in East Asian Plant Genetic Resources 

開催時期 平成２３年 ８月  日 ～ 平成２３年 ８月  日（１日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国・昆明・昆明植物研究所 

（英文）China, Kunming, Kunming Institute of Botany 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）馬場直道・岡山大学農学部・特命教授 

（英文）Naomichi Baba, Faculty of Agriculture, Okayama University, 

Professor Eemeritus Education 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

Yuehu Wang, Kunming Institute of Botany, Associate Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A.  

B. 2／2 

C. 3／3 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 19／19 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 2／2 

C. 22／22 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的  岡山大学の有機化学グループが昆明植物研究所を訪問してセミ

ナーを実施し，平成２２年度より本格化した植物遺伝資源が含有

する各種成分の薬理活性や分析技術ならびに含有成分の多様性に

関する共同研究の成果発表を行う．本セミナーには，同研究所お

よび雲南農業大学の主要な教授だけでなく，若手研究者・大学院

生も参加するので，共同研究についての議論，計画立案，および

人材育成を行う． 

期待される成果  植物遺伝資源は，薬効成分をはじめ多様な成分を含有している．

すでに抗菌活性や抗マラリア活性に関する共同研究を実施してい

るが，天然物由来物質の化学分析を加速化し，実用化・特許取得

に向けた共同研究の立案が可能になる．また，人材育成を図るこ

とにより，本拠点の継続的発展が期待される．  

セミナーの運営組織 JSPS アジア研究教育拠点事業「東アジアにおける有用植物遺伝資

源研究拠点の構築」グループ 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

日本側 B クラス参加者渡航費      200,000 円 

（ 中 ）国（地域）側 

 

内容              金額 

中国側参加者国内旅費         150,000 円 

日本側参加者滞在費          250,000 円 

その他（会議費など）          150,000 円 

 

合計                 550,000 円 
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整理番号 S－２ 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業「東アジア植物遺伝資源シン

ポジウム」 

（英文）JSPS Asian CORE Program Symposium on Plant Genetic 

Resources in East Asia 

開催時期 平成２３年１０月  日 ～ 平成２３年１０月  日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本・岡山・岡山大学創立五十周年記念館 

（英文）Japan, Okayama, Okayama University 50th Anniversary Hall 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）西田英隆・岡山大学大学院自然科学研究科・助教 

（英文）Hidetaka Nishida, Graduate School of Natural Science and 

Technology, Okayama University, Assistant Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 

<人／人日> 

A.  

B. 11／22 

C. 44／88 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 11／22 

C.  

ロシア 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A.  

B. 2／4 

C.  

ヴェトナム 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A.  

B. 1／2 

C.  

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 25／50 

C. 44／88 
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 

 

セミナー開催の目的 日中双方の拠点機関のコアメンバーが一堂に会するシンポジウ

ムであり，平成２２年度までに行った共同研究の成果を共有す

るとともに，８月開催予定の「東アジアの植物遺伝資源における

薬理活性物質の多様性」シンポの成果を再確認する．さらに，過

去２年間に実施したシンポジウムにおいて発表機会がなかった

研究者からの研究内容紹介も含め，今後３年間にわたる交流・

共同研究の概要について認識を共有し，議論する．また，それ

ぞれの研究グループごとにジョイントセミナーを開催し，今後

３年間で行う共同研究について議論する． 

 

期待される成果 これまでに行ってきた共同研究の成果を，日中双方の研究グ

ループ間で共有することが可能となり，さらにそれぞれの研究

グループごとにセミナーを開催するので，共同研究の今後につ

いて細部にわたって計画立案することが可能となる．さらに，

新たな共同研究のシーズが生まれることが期待される．  

 

セミナーの運営組織 JSPS アジア研究教育拠点事業「東アジアにおける有用植物遺伝資

源研究拠点の構築」グループ 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

日本側 B クラス参加者国内旅費     680,000 円 

日本側 B クラス参加者外国旅費     450,000 円 

中国側 B クラス参加者滞在費     1,100,000 円 

基調講演者謝金             50,000 円 

その他（会場費など）         600,000 円 

 

合計                2,880,000 円 

（ 中 ）国（地域）側 

 

内容              金額 

中国側 B クラス参加者渡航費      660,000 円 
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整理番号 S－３ 

セミナー名 （和文）第８回ナス科ゲノム会議および第２回ウリ科ゲノムワーク

ショップ 第１０セッション「細胞質ゲノム科学」 

（英文）The 8th Solanaceae genome conference (SOL) and the 2nd 

Cucurbitaceae genome workshop (ICuGI)  

開催時期 平成２３年１２月１日 ～ 平成２３年１２月１日（１日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本・神戸・神戸コンベンションセンター 

（英文）Japan, Kobe, Kobe Convention Center 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）加藤鎌司・岡山大学自然科学研究科・教授 

（英文）Kenji Kato, Graduate School of Natural Science and Technology, 

Okayama University, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 

<人／人日> 

A.  

B. 2／2 

C. 1／1 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 1／1 

C.  

ヴェトナム 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A.  

B. 1／1 

C.  

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 4／4 

C. 1／1 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 ウリ科およびナス科にはキュウリ，メロンやトマト，トウガラ

シ，ナスなど重要な果菜類が知られており，その品種改良及びそ

の基礎となる遺伝・ゲノム研究が精力的に進められている．「第８

回ナス科ゲノム会議および第２回ウリ科ゲノムワークショップ」

は会期が５日間で１０種類のセッションから構成されるが，この

うち「細胞質ゲノム科学」に関するセッションを本拠点事業との

共同実施とし，ウリ科およびナス科における葉緑体・ミトコンド

リアゲノムおよびその多様性に関する研究の最新の成果を世界の

最先端の研究者と共有し，有用植物遺伝資源に関する本研究グル

ープの今後の共同研究の発展に資する． 

 

期待される成果 「第８回ナス科ゲノム会議および第２回ウリ科ゲノムワークシ

ョップ」を共同開催することにより，本研究グループが行ってい

るウリ科作物における葉緑体・ミトコンドリアゲノムの多様性に

関する研究成果を発表し，本拠点の世界的認知度を高めることが

できる．また，世界的に著名な研究者や多様なバックグラウンド

の研究者と議論することができる．その結果として，植物遺伝資

源あるいは栽培植物の進化・多様化に関する本研究グループの共

同研究に新たな視点が導入されることが期待される．また，本研

究グループの若手研究者や大学院生が積極的に発表し，著名な研

究者との議論を通じて成長することが期待できる． 

 

セミナーの運営組織 JSPS アジア研究教育拠点事業「東アジアにおける有用植物遺伝資

源研究拠点の構築」グループおよび「第８回ナス科ゲノム会議お

よび第２回ウリ科ゲノムワークショップ」組織委員会 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 

 

内容              金額 

日本側 B クラス参加者国内旅費     140,000 円 

日本側 B クラス参加者外国旅費     150,000 円 

中国側 B クラス参加者滞在費       150,000 円 

基調講演者謝金             60,000 円 

 

合計                  500,000 円 
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（ 中 ）国（地域）側 

 

内容              金額 

中国側 B クラス参加者渡航費      60,000 円 

 

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
    

中国 

<人／人日> 

2／14 

(2／14) 
  

2／14 

(2／14) 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 

2／14 

(2／14) 
  

2／14 

(2／14) 

②  国内での交流   0／0  （19／19）  人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

昆明植物研究

所・教授・Hang 

Sun 

日本・岡山・

岡山大学 

平成２４年

３月 

「生物資源の開発・利用に関する国際連

携教育」グループのシンポジウム参加の

ため 

雲 南 農 業 大

学・教授・ 

Lijuan Chen 

日本・岡山・

岡山大学 

平成２４年

３月 

「生物資源の開発・利用に関する国際連

携教育」グループのシンポジウム参加の

ため 
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１１．平成２３年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 757,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 5,820,000 

謝金 370,000  

備品・消耗品購
入費 

1,100,000  

その他経費 1,550,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

150,000  

計 9,747,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 974,700 

研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。 

合  計 10,721,700  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 0 0／0 

第２四半期 3,703,000 7／259 (6／24) 

第３四半期 4,803,000 29／189 (45／89) 

第４四半期 1,241,000 4／28 (21／33) 

合計 9,747,000 40／476 (72／146) 

 


