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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

 

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．開始年度 

平成 ２１年度（ ３ 年目） 

 

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 

 協力機関：（英文）Yunnan Agricultural University，Sichuan Agricultural University， 
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          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．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

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． 

 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

岡山大学と昆明植物研究所を中心とする研究交流は，植物育種学，植物遺伝学，植物分

類学などの研究者によって推進されてきたが，平成２１年度にスタートした本拠点事業に

より，交流分野の幅が広がり，また双方の学長，所長のシンポジウム参加や表敬訪問など

を通じて，質的にも量的にも充実した強固な研究協力体制が築かれつつある．その詳細は

下記の通りである． 

 平成２３年８月に昆明植物研究所において薬理活性物質の多様性に関するセミナーを開

催した．昆明植物研究所の孫漢董教授（院士）をはじめ中国側拠点機関や協力機関から研

究者や大学院生が多数参加し，共同研究の成果を共有し、中国側若手研究者の育成に貢献

するとともに，今後の共同研究について共通認識を得ることができた．また，平成２３年

１０月に岡山において日中双方の拠点機関のコアメンバーが参加してシンポジウムを開催

した．８月の昆明シンポの成果を日本側の若手を含む研究者との間で共有するとともに，

植物遺伝資源に関する共同研究の成果を共有し，今後の共同研究について共通認識を得る

ことができた．  
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 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，平成２２年８月岡山大学と昆明植物研究所との間で締結した知的財産権に関わ

る条項も含めた共同研究協定に基づいて，雲南省農業科学院薬用植物研究所の若手研究者

を半年間招聘し，研究交流や共同研究を実施することができた． 

 

７－２ 学術面の成果 

 １．植物遺伝資源の探索 

平成２３年度には，本事業による遺伝資源探索調査を５回，また他経費による調査を

２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． 

○ネギ属植物；平成２３年８月に雲南省西北部にて野生ネギ遺伝資源の探索を行い，

麗江，シャングリラ，徳欽，昆明近郊において計８種類の野生ネギを採集した． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；シュウカイドウ属植物は観賞用植物として栽培さ

れるほか，食用として用いられる種もある．平成２３年度は雲南省南部の西双版納

に分布するベゴニア属の調査を行い，Begonia siletensis，B. hemsleyana，B. crosea，

B. rex の自生地における植生調査によって生育環境を明らかにした． 

 ○ムギ類；カザフスタン南部，ウズベキスタン国境に近い南部のシムケント周辺を中

心に，オオムギおよびコムギの栽培種および近縁植物を調査・収集した． 

○ダイズ；中国雲南省西南部のミャンマー国境周辺地域における在来ダイズ品種の探

索を実施した．幹線道路から離れた小高い山中の集落では灰少豆と呼ばれる種皮色

が薄茶の在来種や「豆腐豆」や「Rou」と呼ばれる極小粒のダイズ在来種など，他地

域では観察されたことのない特徴を持った在来種が保存されていた．これらの在来

種は，ダイズの起源や，東南アジア・南アジアへの伝播を解明するための重要な研

究基盤となる． 

○アリドオシ属（Damnacanthus 属）；アリドオシ属はアカネ科の常緑低木で，中国の 

 一部地域では薬用に，日本では観賞用に栽培されるものもある．平成２３年度は雲

南省東南部の４地域（文山壮族自治州硯山県、屏辺県、麻栗坡県、広南県）におい

て植物遺伝資源の探索を行い，４分類群を採集し，染色体観察のために昆明植物研

究所にて植物を栽培した．また約３０点の標本および DNA サンプルを収集した． 

 

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，SSR 多型および細胞質ゲノム多型を解

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にすることができた． 

○ネギ属植物；平成２３年度に採集した植物体は，それぞれの標本を作成した．形態

から学名を特定できたのは Allium wallichii var. platyphyllum（柳叶韭）， Allium 

wallichii  Kunth（多星韭）、Allium ovalifolium （卵叶山韭），Allium carolinianum

（镰叶韭）である． 
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○シュウカイドウ属；染色体観察による細胞分類学的解析を行い，富山県中央植物園

研究報告で公表した． 

○シシンラン属；染色体観察による細胞分類学的解析および葉緑体 DNA の解析を行っ

た． 

○サクラソウ属；染色体観察による細胞分類学的解析を行った．  

 ○ムギ類；カザフスタンにおける栽培および野生オオムギの多様性を SNP マーカーで

解析し，野生オオムギに比較して栽培オオムギの多様性が大きいことを明らかにし

た．平成２２年度タジキスタンで収集したオオムギ在来系統およびヴァヴィロフ記

念全ロシア植物栽培研究所の保存在来系統についてはすでに cDNA マーカーによる 

  多様性解析を行った． 

 ○ダイズ；ダイズ種皮の吸水性に関わる候補遺伝子の塩基配列解析から，栽培系統と

野生系統の間での吸水性の差に関与する DNA 多型を同定した．この DNA 多型を野

生および栽培ダイズ遺伝資源について解析した結果，栽培系統の多くは吸水型の

DNA 型を，一方野生系統の多くは難吸水型の DNA 型を持っていた． 

 ○イネ；ラオスならびにカンボジアにおける野生集団，在来の栽培イネにおける多様

性解析を行い，自然集団の自生地保存状態での効率的サンプリングのあり方を評価

することができた．また，自生地における集団の多様性が小ブロックごとに異なる

ことが明らかとなり，今後の野生集団のサンプリングのあり方に役立つ成果が得ら

れた．カンボジアにおいては在来種の地域間の遺伝的多様性構造を明らかにし，新

規に採取した在来種の特殊性を評価した． 

○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 樹より DNA を抽出し，

DNA マーカー解析により遺伝的多様性を明らかにした． 

 

３．植物遺伝資源の評価・開発研究 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；雲南省産野生種を育種親に用いた交配を行い，種

間雑種と思われる個体を得た． 

○ムギ類；日本側の研究者がヴァヴィロフ記念全ロシア植物栽培研究所を訪問し，収

集材料に関わる法的取り扱いを記した覚書(MoU)の作成と署名を行い、相手側の共同

研究者との収集材料の情報整理，学術セミナーを行った．また，東アジアのパンコ

ムギ遺伝資源を用いたデュラムコムギの早熟化に関する研究を継続して行った． 

○ダイズ；野生ダイズに見出されたα-トコフェロール高含有系統の一部について，ダ

イズのα-トコフェロール高含有性を支配するγ-トコフェロールメチル転移酵素遺

伝子-3(γ-TMT-3)の塩基配列を決定した．その結果，α-トコフェロール高含有野生

系統の中には，ダイズの高含有系統と同じ塩基配列を持つ系統と，それとは異なる

塩基配列を持つ系統が存在した．特に，後者の系統は，栽培ダイズとは異なる遺伝

子に支配されたα-トコフェロール高含有性を持つと考えられ，今後その遺伝機構の

解析を進める． 
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○ツバキ属（Camellia 属）；組織培養によるトウツバキの増殖技術の確立に取り組んで

いる．新品種育成のため，トウツバキ種子から実生苗の育成を行っている． 

○シシンラン属；シシンラン属は観賞用だけではなく，少数民族の伝統薬としても注

目されており，組織培養による増殖技術の確立に取り組んでいる．観賞用または薬

用として利用価値が高い系統を作出するために，種間交雑による雑種植物の育成を

試みた．胚珠培養を利用し，これまでに数系統の雑種植物を獲得している． 

○薬理活性物質の探索；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て１年半が経過したところであるが，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１２種類合成することに

成功した．１２種類の化合物のうち半数以上が有効な抗菌活性を有することを見出

した．また，新たな生理活性物質として期待される１１４種類の構造決定済みの化

合物（一部はペプチド）のうち，２種類が強い抗がん活性を，２種類が抗マラリア

活性を有することを見出した．さらに，新しい構造を有する天然生薬資源由来の化

合物６３種を新たに受け入れ，生理活性を測定している． 

○雲南省農業科学院薬用植物研究所の石亜娜研究員を共同研究者として本学に受け入

れ（６ヶ月間），雲南省のイワヒバ科に属するシダ植物の成分の単離，構造解明を協

力して進めた．十数種の化合物を単離し，その構造解明を進めている． 

 

７－３ 若手研究者養成 

 本事業により遺伝資源探索調査を５回行ったが，これには日本側では１名の若手研究者

と２名の大学院生が，また中国側では３名の若手研究者と３名の大学院生が参加したので，

若手研究者を実践的に育成することができた． 

また，８月に昆明植物研究所において開催したセミナーでは，若手研究者による講演発

表が３課題あり，さらに昆明植物研究所および雲南農業大学から若手研究者・大学院生を

含む約６０名の参加者があった．１０月に岡山において開催したシンポジウムでは，若手

研究者による講演発表が４課題，またポスター発表が９課題あり，日本側の大学院生を含

む約８０名の参加者があった．８月の昆明シンポの成果を日本側の若手を含む研究者との

間で共有するとともに，植物遺伝資源に関する共同研究の成果を共有し，今後の共同研究

について共通認識を得ることができた．さらに，１１月に神戸で開催された第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において本拠点事業が共催した「細

胞質ゲノム科学」セッションでは，日本側３名及び中国側１名の若手研究者が口頭発表お

よびポスター発表し，共同研究の成果を発表するとともに，世界的に著名な研究者と議論

することができた．これらのセミナー，シンポジウムにおいて，若手研究者・大学院生が

積極的に研究発表し，活発に質疑応答できたことから，今後の人材育成に向けて大きな成

果を得ることができた． 

 研究者交流の面では，雲南省農業科学院薬用植物研究所の石亜娜氏を招へいし（岡山大

学医歯薬学研究科），６ヶ月にわたって雲南省のイワヒバ科シダ植物の薬理活性成分の単離，

及び構造解析を行った．また，新疆農業科学院園芸作物研究所の Aierken Yasheng 氏を３
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ヶ月招聘して（岡山大学自然科学研究科），東アジアのメロン・キュウリ遺伝資源の多様性

に関する分子遺伝学研究を実施した．これらの活動を通じて中国側などの若手研究者の育

成に貢献するとともに，日本側の大学院生や若手研究者にも有意義な刺激となった． 

 

７－４ 社会貢献 

○富山県中央植物園で開催された「‘野生植物の王国’中国雲南省の植物－写真で振り返る 

 日中共同研究－」（９月３０日～１０月２６日）において本研究に関する展示を行い，広 

 く一般に向けて成果の公表を行った． 

○昆明植物研究所の魯元学研究員を富山県中央植物園に招へいして，１０月１６日に一般 

 来場者向けのセミナーを共催し，雲南省の植物について講演を行なった．この催しは， 

 地元の新聞にも掲載され，また「富山県中央植物園だより」（Ｎｏ.６２）においても報 

 告するなどして，広く一般に普及した． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 課題①植物遺伝資源の探索では，新疆ウィグル自治区での現地調査も予定しているが，

現地では民族問題に起因する暴動が度重なっているので，現地の治安状況を注視しなが

ら，また現地研究者との情報交換を密にして計画する必要がある．このために，研究協

力者の拡充を検討する予定である． 

課題③植物遺伝資源の評価・開発研究では，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．本

共同研究のためには，中国雲南省をはじめとする現地での伝統的な利用法に関する情報と

植物サンプルもしくは抽出した天然物質が不可欠である．そこで，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ために，研究者間での交流を引き続き発展させる必

要がある． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数   ５  本 

 相手国参加研究者との共著 ３  本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

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

共同研究を展開した．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 
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中国雲南省に分布する多様な植物遺伝資源のうち，平成２３年度はダイズ，ネギ属植物，

シュウカイドウ属植物，およびアリドオシ属植物の現地調査を行った．また，中央アジア

のカザフスタンにおいてコムギおよびオオムギの現地調査を行い，それぞれ貴重・ユニー

クな遺伝資源（種子など）を日本に導入することができた．また，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た．これらの遺伝資

源は，課題②および課題③の研究基盤として次年度以降の研究に利用される． 

 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，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ことができた． 

 また，他経費によるヴァヴィロフ記念全ロシア植物研究所との現地調査により，カザフ

スタンのウリ科作物遺伝資源を導入することができた． 

 

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，これらの遺伝資源を研究基盤として，各種の解

析手法により多様性解析を行った．  

本年度に実施した多様性解析の主なものは以下の通りである． 

①中国（新疆，雲南）のメロン在来品種における多様性と系統分化の解析 

②雲南省より導入したネギ属植物の形態分析 

③雲南省より導入したシュウカイドウ属植物などの細胞遺伝学的解析 

④カザフスタンのオオムギ野生種，在来品種における多様性と系統分化の解析 

⑤ダイズ種皮の吸水性に関わる候補遺伝子の多様性解析 

⑥カンボジアにおける在来イネ品種におけるの遺伝的多様性構造の解析 

 ⑦雲南省各地より収集した C. taliensis における遺伝的多様性の解析 

これらの共同研究を加速化するために，中国（新疆農業科学院園芸作物研究所）より若

手研究者の Aierken Yasheng 氏を招聘して（３ヶ月），ウリ科作物の多様性に関する共同研

究を実施した． 

 

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．そこで，

課題①および②において整備されつつあ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・成分や遺伝子の解析ならびに新規の素材育成を行った．本年度に実施した評
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価・開発研究の主なものは以下の通りである． 

①シュウカイドウ属およびシシンラン属植物の新品種開発を目的とした種間雑種の作出 

②東アジアのパンコムギ遺伝資源を用いたデュラムコムギの早熟化に関する研究 

③α－トコフェロール高含有ダイズの作出に関する研究 

④植物資源由来物質の誘導体合成および抗菌活性の解析 

⑤植物資源由来物質の抗がん，抗マラリア活性の解析 

⑥雲南省のイワヒバ科植物からの生理活性物質の単離，構造解析． 

これらの共同研究を加速化するために，雲南省農業科学院薬用植物研究所の石亜娜研究

員を招へいし（６ヶ月），⑥の課題についての共同研究を実施した． 

 

 

８－２ セミナー 

 平成２３年８月に昆明植物研究所において薬理活性物質の多様性に関するセミナーを開

催した．中国側拠点機関から１３名，協力機関・協力研究者から７名が，また日本側拠点

機関から５名が参加し，８課題の講演発表を行なった．昆明植物研究所の孫漢董教授（院

士），龍春林教授をはじめとする中国側の研究者との交流を深めることができ，本学薬学系

研究者と中国側研究者との交流を実質化することができた．本セミナーには多数の大学院

生（中国側）を含む５６名が参加したので，共同研究の成果を交流するとともに，若手研

究者の育成にも貢献することができた．  

平成２３年１０月には，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

ムを岡山大学で開催した．日本側から４９名，中国側から１０名が参加し，１９課題の講

演発表と２０課題のポスター発表を行った．シンポジウムには多数の大学院生（日本側）

が参加し，共同研究の成果を交流するとともに，今後の共同研究について共通認識を得る

ことができた． 

（財）花と緑の銀行中央植物園部講演会準備グループとの共同で平成２３年１０月に開催

したセミナー「雲南省から来た植物たち」には，日本側５名と中国側１名の研究者が参加

して，２題の講演発表を行った．一般を含め４２名が参加し，富山県中央植物園と昆明植

物研究所がこれまでに行ってきた共同研究の成果を共有するとともに，植物に興味を持つ

一般参加者を交えて活発な議論を行なうことができた． 

 平成２３年１２月には，神戸で開催された「SOL & ICuGI 2011（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）」において第Ｐ９セッション「細胞質ゲノム

科学」を共同開催した．中国側から協力機関１名，日本側からは拠点機関４名、協力研究

者３名が参加し，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することにより、世界的に著名な研究者や多様

なバックグラウンドを持つ研究者と議論することができた．本研究グループの若手研究者

や大学院生も参加したので，著名な研究者との議論を通じて人材育成に貢献することがで

きた. 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成２４年３月に，岡山大学の学内プロジェクト「生物多様性に関する国際連携教育研

究の創生に向けた学術交流促進」グループのシンポジウム（本拠点事業が後援）が岡山で

開催され，昆明植物研究所の龍春林教授(他経費)および共同研究のため招へい中の雲南省

農業科学院薬用植物研究所・石亜娜研究員が参加して，現地調査および共同研究の成果に

ついて日中双方のメンバーが発表し，相互交流を深めた．本シンポジウムには，岡山大学

自然科学研究科の大学院生約３８名が参加し（参加者総数は７９名），ポスター発表などを

通じて研究発表・交流を行ったので，若手研究者の育成にも貢献できた． 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

ロシア 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  8/93（6/24） 0/0 8/93（6/24） 

実績 10/141（3/29） 1/7（2/15） 11/148（5/44） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 15/331（2/14）   15/331（2/14） 

実績 11/361（2/273）  11/361（2/273） 

ロシア 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 0/0  0/0 

ヴェトナム 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 0/0   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/5   1/5 

フランス 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0（1/5）   0/0（1/5） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 19/359（2/14） 8/93（6/24） 0/0 27/452（8/38） 

実績 12/366（3/278） 10/141（3/29） 1/7（2/15） 23/514（8/322） 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 13／24（64／108）<人／人日>  21／67（66／113） <人／人日> 

 



 12 

１０．平成２３年度研究交流実績状況 

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 

（日本側） 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/51 0/0 3/51 

実績 3/56（1/11） 1/7 4/63（1/11） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 2/16  2/16 

ﾛｼｱ 
（日本側） 
<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 0/0  0/0 

ｳﾞｪﾄﾅﾑ
（日本側） 
<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 0/0   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/42 3/51 0/0 9/93 

実績 2/16 3/56（1/11） 1/7 6/79（1/11） 

② 国内での交流  10/32（2/8） 人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

中国雲南省においてネギ属植物，シュウカイドウ属植物及び常緑性低木の

アリドオシ属植物などの現地調査を昆明植物研究所の研究者と共同で実

施した．これらの貴重な植物遺伝資源について，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

の整備に貢献した．また，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の研究基盤とした．また，中央アジ

ア諸国における新規遺伝資源調査を準備するために，ヴァヴィロフ記念全

ロシア植物研究所を訪問して打ち合わせを行った． 

研究交流活動成

果 

現地調査の概要は下記の通りである． 

○ネギ属植物；雲南省西北部の麗江，シャングリラ，徳欽，昆明近郊にお

いて計８種類の野生ネギを採集した． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；雲南省南部の西双版納に分布するベ

ゴニア属の Begonia siletensis，B. hemsleyana，B. crosea，B. rex の自
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生地において植生調査を行い，生育環境を明らかにした． 

○ダイズ；中国雲南省西南部のミャンマー国境周辺地域において，極小粒

のダイズ在来種など，他地域では観察されたことのない特徴を持った在来

種の分布を明らかにした． 

○アリドオシ属（Damnacanthus 属）；雲南省東南部の４地域（文山壮族

自治州硯山県、屏辺県、麻栗坡県、広南県）において植物遺伝資源の探索

を行い，４分類群を採集し，染色体観察のために昆明植物研究所にて植物

を栽培した．また約３０点の標本および DNA サンプルを収集した． 

日本側参加者数  

２５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中 ）国（地域）側参加者数 

１６ 名 （１４－２（ 中 ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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・岡山大学資源植物科学研究所・教授 

（英文）Kazuhiro Sato, Institute of Plant Science and Resources, 

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 

（日本側） 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/21 0/0 2/21 

実績 2/40

（1/11） 

0/0 

（2/15） 

2/40 

（3/26） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/95   6/95 

実績 1/102  1/102 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/95 2/21 0/0 8/116 

実績 1/102 2/40 

（1/11） 

0/0 

（2/15） 

3/142 

（3/26） 

② 国内での交流   9/25（1/4） 人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

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

解析を実施した．新疆農業科学院園芸作物研究所より若手研究者の

Aierken Yasheng 氏を招聘して，ウリ科作物に関する共同研究を実施し

た． 

研究交流活動成

果 

主要な成果の概要は下記の通りである． 

○メロン；中国（新疆，雲南）のメロン在来品種について RAPD 多型，

SSR 多型および細胞質ゲノム多型を解析し，生態的に多様な新疆のハミ

ウリが遺伝的にはそれほど多様でないこと，そして中央アジアのメロン

と近縁であり，中国沿岸部のマクワ・シロウリとは由来が異なることを

明らかにすることができた． 

○ムギ類；カザフスタンにおける栽培および野生オオムギの多様性を
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SNP マーカーで解析し，野生オオムギに比較して栽培オオムギの多様

性が大きいことを明らかにした．また，タジキスタンで収集したオオム

ギ在来系統およびヴァヴィロフ記念全ロシア植物栽培研究所の保存在

来系統について cDNA マーカーによる多様性解析を行った． 

○ダイズ；ダイズ種皮の吸水性に関わる候補遺伝子の塩基配列解析か

ら，栽培系統と野生系統の間での吸水性の差に関与する DNA 多型を同

定した．この DNA 多型を野生および栽培ダイズ遺伝資源について解析

した結果，栽培系統の多くは吸水型の DNA 型を，一方野生系統の多く

は難吸水型の DNA 型を持っていた． 

○チャ；雲南省各地より収集した C. taliensis 樹より DNA を抽出し，

DNA マーカー解析により遺伝的多様性を明らかにし，野生集団の多様

性が減少していることを明らかにした．  

日本側参加者数  

２５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中 ）国（地域）側参加者数 

１８ 名 （１４－２（ 中 ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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 Emeritus 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> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21（3/21） 3/21（3/21） 

実績 5/45（1/7） 5/45（1/7） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/208  5/208 

実績 8/243（1/264） 8/243（1/264） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/208 3/21（3/21） 8/229（3/21） 

実績 8/243（1/264） 5/45（1/7） 13/288（2/271） 

② 国内での交流    1/8   人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

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を実施した．

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実施した．このために，雲南省農業科学院薬用植物

研究所の若手研究員である石亜娜氏を本学に招聘し，６ヶ月間にわたって

共同研究を行った． 

研究交流活動成

果 

主要な成果の概要は下記の通りである． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；雲南省産野生種を育種親に用いた交

配を行い，種間雑種と思われる個体を得た． 

○ダイズ；野生ダイズのα-トコフェロール高含有性を支配するγ-トコフ

ェロールメチル転移酵素遺伝子-3(γ-TMT-3)の塩基配列を決定した．その

結果，α-トコフェロール高含有野生系統の中には，ダイズの高含有系統

と同じ塩基配列を持つ系統と，それとは異なる塩基配列を持つ系統が存在

した．  

○シシンラン属；観賞用または薬用として利用価値が高いシシンラン属系

統を作出するために，種間交雑による雑種植物の育成を試みた．胚珠培養

を利用し，これまでに数系統の雑種植物を獲得している． 
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○薬理活性物質の探索；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１２種類合成することに成功した．１２種類の化合

物のうち半数以上が有効な抗菌活性を有することを見出した．また，新た

な生理活性物質として期待される１１４種類の構造決定済みの化合物（一

部はペプチド）のうち，２種類が強い抗がん活性を，２種類が抗マラリア

活性を有することを見出した．また，雲南省農業科学院薬用植物研究所の

石亜娜氏を招聘して（６ヶ月間），雲南省のイワヒバ科に属するシダ植物

の成分の単離，構造解明を協力して進めた．十数種の化合物を単離し，そ

の構造解明を進めている． 

 

日本側参加者数  

２７ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中 ）国（地域）側参加者数 

２４ 名 （１４－２（ 中 ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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１３日 ～ 平成２３年 ８月１３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 Emeritus Education 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

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. 5/5 

C.  

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 20/20 

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 5/5 

C. 20/20 

 

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． 

 

セミナーの成果  中国側拠点機関から１３名，協力機関・協力研究者から７名が，

また日本側拠点機関から５名が参加し，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

ついて発表し，今後３年間で行う共同研究について共通認識を

得ることができた．直前に同研究所で開催された「第１０回全

国薬用植物および植物薬学術研討会」の関係研究者にも参加し

てもらい，共同研究について多くのコメントをもらうことがで

きたので，それらを今後検討し，天然物由来物質の化学分析を

加速化し，実用化・特許取得に向けてより一層協力関係を強化

することで合意した．また，若手研究者・大学院生も数多く参

加したので，同研究所の人材育成に貢献できた． 

 

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

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側 B クラス参加者渡航費      541,890 円 

 

（ 中 ）国

（地域）側 

内容              金額 

中国側参加者国内旅費          60,000 円 

日本側参加者滞在費          428,000 円 

その他（会議費など）          150,000 円 

 

合計                 638,000 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 ４日 ～ 平成２３年１０月 ５日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本・岡山・リーセントカルチャーホテル 

（英文）Japan, Okayama, Recent Culture Hotel 

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. 38/76 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 10/20 

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 21/42 

C. 38/76 

 

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  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． 

 

セミナーの成果  中国側からは拠点機関５名，協力機関・協力研究者５名が，日本

側からは拠点機関３９名，協力機関・協力研究者１０名が参加し，

これまでに行ってきた共同研究の成果を確認し，今後３年間で行う

共同研究について共通認識を得ることができた．今回は中国側拠点

機関から前所長の Xiaojiang Hao 教授を招へいしたので，本学の薬

学系および農芸化学系のメンバーと共同研究の今後について活発

な議論を行なうことができた．またその他の研究グループについて

もそれぞれにセッションを持ったので，今後について細部にわたっ

て計画立案することができた． 

 

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

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側 B クラス参加者国内旅費     905,240 円 

中国側 B クラス参加者滞在費      985,030 円 

その他（会場費など）          581,747 円 

 

合計                 2,472,017 円 

（ 中 ）国

（地域）側 

内容              金額 

 

中国側 B クラス参加者渡航費      882,580 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９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. 3/3 

C. 2/2 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 1/1 

C.  

 

フランス 

(日本側研究者) 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/5 

 

韓国 

(日本側研究者) 

<人／人日> 

A. 1/5 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 1/5 

B. 4/4 

C. 3/7 
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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 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． 

セミナーの成果  中国側から協力機関１名，日本側からは拠点機関４名、協力研究

者３名が参加し，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共催セ

ミナーにおいて発表することにより、世界的に著名な研究者や多様

なバックグラウンドを持つ研究者と議論することができた．とくに

本セミナーの基調講演者として韓国から Younghoon Park 准教授

を招へいしたので、キュウリミトコンドリアのゲノム解析について

世界をリードする研究をされている同氏から多くの情報を得るこ

とができた．また，本研究グループの若手研究者や大学院生も参加

したので，著名な研究者との議論を通じて人材育成に貢献すること

ができた. 

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

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側 B クラス参加者国内旅費     109,600 円 

中国側 B クラス参加者滞在費        44,880 円 

基調講演者謝金              52,381 円 

 

合計                  206,861 円 

（ 中 ）国

（地域）側 

内容              金額 

中国側 B クラス参加者渡航費      153,900 円 
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整理番号 S－４ 

セミナー名 （和文）「雲南省から来た植物たち」 

（英文）The Plants from Yunnan Province, China 

開催時期 平成２３年１０月１６日 ～ 平成２３年１０月１６日（１日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本・富山・富山県中央植物園 

（英文）Japan, Toyama City, The Botanical Garden of Toyama 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）神戸敏成・（財）花と緑の銀行中央植物園部・主任研究員 

（英文）Toshinari Godo, The botanical garden of Toyama, Senior 

researcher 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

 

 

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.  

C. 5/5 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 1/1 

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 1/1 

C. 5/5 

 

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。） 

 

 



 25 

セミナー開催の目的 （財）花と緑の銀行中央植物園部（富山県中央植物園）と昆明植

物研究所との間で行なってきた共同研究の成果を発表し，参加者と

交流・討議することを目的とする．中国側拠点機関と持続的な協力

関係を確立するためには，岡山大学に留まらず，各協力機関におけ

る交流も重要と考える．そのため，昆明植物研究所から研究員を富

山に招聘して，本事業を紹介しながら成果報告をするとともに，今

後の課題について討議する． 

 

セミナーの成果  中国側から拠点機関１名，日本側からは協力機関５名が参加し，

富山県中央植物園と昆明植物研究所がこれまでに行ってきた共同

研究の成果を豊富なデータでわかりやすく紹介し，植物に興味を持

つ一般参加者を交えて活発な議論を行なうことができた．参加者か

らは中国雲南省の自然環境や中国の遺伝資源の日本への導入方法

などに関する質問が寄せられ，世界の貴重な遺伝資源を日本の研究

機関が保存・研究することへの関心の高さがうかがわれた．また，

新聞社２社の取材があったので，参加者以外の人々にも広く昆明植

物研究所との研究交流を紹介することができた． 

 

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（財）花と緑の銀行中央植

物園部講演会準備グループ 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

中国側 B クラス参加者滞在費      82,800 円 

 

（ 中 ）国

（地域）側 

内容              金額 

なし 
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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> 

実施計画     

実績    

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/14（2/14）   2/14（2/14） 

実績 0/0（1/9）  0/0（1/9） 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/14（2/14）   2/14（2/14） 

実績 0/0（1/9）   0/0（1/9） 

②  国内での交流   1/2（18/18）  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 

(財）花と緑の銀行

中央植物園部・主幹

研究員・中田政司 

日本・京都・

京都大学 

平成２３年 

６月３～４日 

植物地理・分類学会にて成果発表 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,344,120  

外国旅費 5,610,285  

謝金 324,347  

備品・消耗品購入費 527,088  

その他経費 1,820,242  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

120,918  

計 9,747,000  

委託手数料 974,700  

合  計 10,721,700  

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 115,598 4/8（1/7） 

第２四半期 829,820 21/360（3/279） 

第３四半期 7,623,421 17/171（46/88） 

第４四半期 1,178,161 2/42（24/61） 

計 9,747,000 44/581（74/435） 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 3,536,000 
[  元   ] 

272,000 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください． 


