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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 岡山大学大学院環境生命科学研究科 

（ 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．採用期間 

平成２１年 ４月 １日～平成２６年 ３月３１日 

（ ４ 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：岡山大学大学院環境生命科学研究科 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：環境生命科学研究科・研究科長・吉川 賢 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：環境生命科学研究科・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， 

          Jiangsu Academy of Agricultural Sciences，School of Agriculture  
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          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． 

 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

研究協力体制の構築；岡山（平成２１年，平成２３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
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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．本年度は昆明植物研究所においてシン

ポジウムを１回，また岡山大学および富山県中央植物園においてそれぞれ２回および１回

開催する．本拠点事業に対する中間評価で指摘されたコメントをふまえ，シンポジウムや

セミナーでは若手研究者やコアメンバー以外の研究者による講演数を増やし，研究ネット

ワークを拡充および若手研究者の育成をはかる． 

学術的観点；これまで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．さらに，平成２４年９月に岡山で共催する国際シンポジウム“Bioactive 

Okayama 2012”では，大学関係者に加えて食品・医療品関連企業の研究者も参加して研究

交流を行うので，中間評価で指摘された“産学官の連携”を加速化できる． 

若手研究者養成；前年度に引き続き，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． 

 

 

７．平成２４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２４年８月に昆明植物研究所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．中国側拠点機関からの多数の研究者や大学院生に加え

て，中央民族大学の研究者にもゲスト参加してもらい，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．平成２４年９月には岡山大学において国際シンポジウム“Bioactive Okayama 

2012”を共同開催した．昆明植物研究所の劉吉開副所長が特別講演し，大学関係者のみ

ならず，食品・医療品関連企業の研究者とも研究交流を行った．また，岡山大学長を表

敬訪問して大学院生の相互交流の推進について議論することができた．平成２４年１１

月に昆明植物研究所において開催した薬理活性物質の多様性に関するセミナーには，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，共同研究の成果について交流するとともに実用化・特許取得を視
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野に入れた議論を行なうことができた．さらに，平成２４年１０月には富山県中央植物

園において講演会「世界に植物遺伝資源を求めて」を共同開催し，本事業ならびにその

成果を研究者のみならず植物に興味を持つ一般の人々に周知することができた． 

 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，雲南農業大学茶学院の若手研究者を５

か月間招聘し，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２４年度には，本事業による遺伝資源探索調査を３回，また他経費による調査

を４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；平成２４年度はインド東部のメガラヤ州とナガラ

ンド州において学術調査を行い，Cucumis 属の野生種３種の自生を確認するとともに，

自生地の生態的特徴を明らかにすることができた． 

○ムギ類；平成２４年度はグルジア高原地域，カザフスタン東部の乾燥地域，中国内

モンゴル自治区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. spontaneum など）を収集・導入した. また，

平成２５年１月にトルコのジーンバンクを訪問し，遺伝資源に関するワークショッ

プに参加すると共に，平成２５年度のムギ類の調査・収集に向けた調整をした． 

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；平成２４年度は雲南省南部の紅河自治州に分布す

るベゴニア属の調査を行い，Begonia versicolor、B. gulinqingensis などの個体群の分布，

生育環境を明らかにした．さらに，詳細な環境情報を得るために，ベゴニア自生地

へデータロガーを設置し，一年間の温度変化を計測することにした．また，平成２

３年度の調査結果をまとめて富山県中央植物園研究報告で公表した． 

○センノウ・ミズオオバコ；自生地調査を実施するための自生地情報を得るために，

昆明植物研究所の標本館で標本調査を実施した． 

○講演会：「世界に植物遺伝資源を求めて」を平成２４年１０月１４日に本事業との共

催により富山県中央植物園で開催した． 

 

 ２．植物遺伝資源の多様性解析 

○メロン；本事業により招聘した（３ヶ月間）ヴェトナム・フエ大学の若手研究者（Phan 

Thi Phuong Nhi 氏）がラオス，ヴェトナム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．  

○シュウカイドウ属・サクラソウ属；染色体観察による細胞分類学的解析を実施した． 

○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解析を行った． 

○イリス属；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
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で公表した．  

○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．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．

コムギについては，西アジアから日本に至る地域の在来品種を用いて RAPD, SSR 解

析を行い，アジアにおける遺伝的多様性および東アジアのコムギがユニークな集団

であることを明らかにした．  

○ダイズ；ダイズの種皮の難吸水（硬実）性に関わる候補遺伝子の DNA 標識を開発し，

栽培ダイズならびに野生ダイズを解析した．野生系統は全て難吸水型の塩基を有し

たが，栽培系統では，その多くが吸水型の塩基を示したものの，難吸水型の塩基を

持つ系統も少数認められた．これら難吸水型塩基を有する栽培系統では，その他に

も複数の塩基に多型が観察された．したがって，難吸水ダイズ系統は異なるハプロ

タイプから成り立ち，それぞれが異なる野生ダイズから由来したと考えられた． 

○イネ；江蘇省農業科学院研究者との共同研究として，ラオス自生集団において多様

性評価を行い，一年生と多年生混在集団にて異なる遺伝的構成を各集団が維持して

いること，それぞれが１つの集団として遺伝子流動をおこしながらも遺伝的に弱い

分化を生じていることを明らかにした．また，野生種のゲノム解析においては，未

知なゲノム種解析にあたって，次世代シークエンサーによりオルガネラゲノム情報

をもとに DNA マーカー開発方法を確立した．  

○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 樹の遺伝的多様性を明らか

にし，研究論文を投稿したところである． 

 

 ３．植物遺伝資源の評価・開発研究 

○シュウカイドウ属；雲南省産野生種を育種親に用いた種間雑種の増殖を実施した． 

○ムギ類；西アジアから日本に至る地域の在来品種を用いて春播性遺伝子の分子遺伝

学的解析を行い，東アジアにユニークな対立遺伝子が分布することを明らかにした．

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性が，既知のγ-トコフェ

ロールメチル転移酵素遺伝子-３遺伝子(γ-TMT3)に加えて，新規の遺伝子に支配され

ることが分かった．これら複数の高含有遺伝子を組み合わせることにより，α-トコ

フェロール高含有ダイズの作出が可能である．さらに，α-トコフェロール含有率を

高位安定化させる可能性が示唆された． 

○イネ；ヴェトナムの耐塩性イネ品種について，耐塩性の間接選抜を可能にする DNA

マーカーの選抜を行った． 

○ツバキ属；組織培養によるトウツバキの増殖技術の確立および新品種育成のための
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種子からの苗育成を継続している． 

○シシンラン属；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

間交雑により得られた雑種植物１１系統を馴化し，染色体および DNA，成分分析の

ための増殖をおこなっている． 

○チャ；本事業により雲南農業大学の若手研究者（李亜莉氏）を招聘し（５ヶ月間），

プアール茶の成分について共同研究を行なった． 

○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．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． 

○雲南農業科学院の石亜娜氏との共同研究として，雲南省のイワヒバ科に属するシダ

植物から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 若手研究者育成 

 本事業により遺伝資源探索調査を３回行ったが，これには日本側では２名の若手研究者

と３名の大学院生が，また中国側では１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． 

 ８月に昆明植物研究所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２課題，ポスター発表が８課題あり，さらに同研究所および雲南農業大学などから若手

研究者・大学院生を含む約６０名の参加者があった．９月に岡山において共同開催した 

“Bioactive Okayama 2012”では，本事業より中国側４名の若手研究者が口頭発表およびポ

スター発表し，食品・医療品関連企業の研究者とも研究交流を行い，“産学官の連携”を加

速化できた．このシンポジウムでは，学外も含め４４名の大学院生が口頭発表およびポス

ター発表を行ない，総勢２３９名の参加者があった．１０月に富山県中央植物園と共同開

催したセミナーは，本事業の若手研究者のみで構成して４講演を行なった．さらに，１１

月に昆明植物研究所で開催したセミナーでは，日本側大学院生１名が口頭発表した．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，雲南農業大学の李亜莉氏を招へいし，雲南省のプアール茶の成分

について共同研究を行った．李氏には，本学にて開催された日本育種学会第４回中国地域

育種談話会（講演５題、ポスター２６題）において講演してもらい，他大学を含む３３名

の学生と交流を深めた．また，ヴェトナム・フエ大学の Phan Thi Phuong Nhi 氏を招聘して，

メロン在来品種の多様性解析を実施した．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． 
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７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

○富山県中央植物園研究発表展（平成２５年１月２５日～２月２７日）において中国雲南

省西双版納のイチジク属植物およびシュウカイドウ属植物について発表展示し，広く一

般に向けて成果を公表した． 

○富山県中央植物園にて講演会「世界に植物遺伝資源を求めて」を共同開催し，海外での

植物遺伝資源の探索の意義について一般来園者向けの講演を行なった．この催しは，

地元の富山新聞にも掲載された． 

○農林水産・食品産業技術振興協会（JATAFF）主催による海外遺伝資源の利用に関す

るセミナー（平成２５年３月６日，東京都）において，「作物・果菜類の海外遺伝資源

を利用した開発的研究－協定・契約に基づく導入例を含めて」と題して講演し，昆明植

物研究所との知的財産権を含む協定締結を事例に本事業を紹介した． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 課題①植物遺伝資源の探索では，中国国内での民族問題，日中関係の不安定な状況，さ

らに感染症の発生などが懸念されるので，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． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数    ７ 本 

 相手国参加研究者との共著  ７ 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。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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・岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授 

（英文）Kenji Kato, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama 

University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

（英文）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 
ラオス 

（日本側） 

ｲﾝﾄﾞ(第３

国，計画時は

ﾐｬﾝﾏｰ） 

計 

<人／人日> <人／人日> 
<人／人日

> 
<人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日

> 

計画  5/41 1/14 0/0(1/16) 6/55(1/16) 

実績 4/32(2/16) 0/0 0/0(2/41) 4/32(4/57) 

中国 

<人／人日

> 

計画 1/10    1/10 

実績 1/6(1/6)   1/6(1/6) 

合計 

<人／人日

> 

計画 1/10 5/41 1/14 0/0(1/16) 7/65(1/16) 

実績 1/6(1/6) 4/32(2/16) 0/0 0/0(2/41) 5/38(5/63) 

② 国内での交流    8/26（1/4） 人／人日 

日本側参加者数  

  ２０ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

  １７ 名 （１３－２ 相手国（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研

究交流活動 

 中国雲南省においてシュウカイドウ属植物の，そして中国内モンゴル自治区に

おいてムギ類の，それぞれ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．さらに，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，中国に隣接するインド東北部にお

いて Cucumis 属の野生種および栽培種に関する学術調査を行った．加えて，トル

コのジーンバンクを訪問し，平成２５年度のムギ類の調査・収集に向けた打ち合

わせを行った． 

 現地調査には，他経費実施分も含め，日本側では７名の若手研究者と４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． 

 

２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

 現地調査の概要は下記の通りである． 

○キュウリ属（Cucumis 属）植物；インド東部のメガラヤ州とナガランド州にお

いて学術調査を行い，Cucumis 属の野生種３種の自生を確認するとともに，自生

地の生態的特徴を明らかにすることができた． 

○ムギ類；中国内モンゴル自治区ムギ類遺伝資源の現地調査を行い，コムギ・オ

オムギの在来品種を収集・導入した.  

○シュウカイドウ属（Begonia 属）；雲南省南部の紅河自治州に分布するベゴニア

属の調査を行い，Begonia versicolor，B. gulinqingensis などの個体群の分布，生育

環境を明らかにした．さらに，詳細な環境情報を得るために，ベゴニア自生地へ

データロガーを設置し，一年間の温度変化を計測することにした．  

○センノウ・ミズオオバコ；自生地調査を実施するための自生地情報を得るため

に，昆明植物研究所の標本館で標本調査を実施した． 
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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 

（英文）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 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 

（第３国） 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画 
 

3/24(4/40) 2/28 5/52(4/40) 

実績 3/25(1/8) 0/0(4/25) 3/25(5/33) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/14 
 

 1/14 

実績 0/0  0/0 

ｳﾞｪﾄﾅﾑ 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/60  
 

1/60 

実績 1/101  1/101 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/74 3/24(4/40) 2/28 7/126(4/40) 

実績 1/101 3/25(1/8) 0/0(4/25) 4/126(5/33) 

② 国内での交流   1/4    人／人日 

日本側参加者数  

  ３０ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

  １９ 名 （１３－２ 相手国（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

２４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．本事業により招聘

した（３ヶ月間）ヴェトナム・フエ大学の若手研究者（Phan Thi Phuong Nhi 氏）

が，ウリ科作物に関する共同研究を実施した． 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 主要な成果の概要は下記の通りである． 

○メロン；ラオス，ヴェトナム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．  

○イリス属；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．  

○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．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．コムギについては，西アジアから日本に至る地域の在来品種を用

いて RAPD, SSR 解析を行い，アジアにおける遺伝的多様性および東アジアのコ

ムギがユニークな集団であることを明らかにした．  

○ダイズ；ダイズの種皮の難吸水（硬実）性に関わる候補遺伝子の DNA 標識を

解析した結果，野生系統は全て難吸水型の塩基を有したが，栽培系統では，その

多くが吸水型の塩基を示したものの，難吸水型の塩基を持つ系統も少数認められ

た．これら難吸水型塩基を有する栽培系統では，その他にも複数の塩基に多型が

観察された．したがって，難吸水ダイズ系統は異なるハプロタイプから成り立ち，

それぞれが異なる野生ダイズから由来したと考えられた． 

○イネ；江蘇省農業科学院研究者との共同研究として，ラオス自生集団において

多様性評価を行い，一年生と多年生混在集団にて異なる遺伝的構成を各集団が維

持していること，それぞれが１つの集団として遺伝子流動をおこしながらも遺伝

的に弱い分化を生じていることを明らかにした．  

○チャ；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し，研

究論文を投稿したところである． 
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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 

（英文）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  4/28（3/21） 4/28（3/21） 

実績 4/22（2/14） 4/22（2/14） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/215  6/215 

実績 4/179（2/22） 4/179（2/22） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/215 4/28（3/21） 10/243（3/21） 

実績 4/179（2/22） 4/22（2/14） 8/201（4/36） 

② 国内での交流   2/12  人／人日 

日本側参加者数  

  ３０ 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

  ２９ 名 （１３－２ 相手国（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

２４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，雲南農業大学茶学院の若手研究員である李亜莉氏を本

学に招聘し，５ヶ月間にわたって共同研究を行った． 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 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；雲南省産野生種を育種親に用いた種間雑種の増殖を実施し

た． 

○ムギ類；西アジアから日本に至る地域の在来品種を用いて春播性遺伝子の解析

を行い，東アジアにユニークな対立遺伝子が分布することを明らかにした．  

○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性が，既知のγ-ト

コフェロールメチル転移酵素遺伝子-３遺伝子(γ-TMT3)に加えて，新規の遺伝子

に支配されることが分かった．これら複数の高含有遺伝子を組み合わせることに

より，α-トコフェロール高含有ダイズの作出が可能である． 

○イネ；ヴェトナムの耐塩性イネ品種について，耐塩性の間接選抜を可能にする

DNAマーカーの選抜を行った． 

○ツバキ属；組織培養によるトウツバキの増殖技術の確立および新品種育成のた

めの種子からの苗育成を継続している． 

○シシンラン属；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，種間交雑により得られた雑種植物１１系統を馴化し，染色体および DNA，成

分分析のための増殖をおこなっている． 

○チャ；雲南農業大学の若手研究者（李亜莉氏）を招聘し（５ヶ月間），プアー

ル茶の成分について共同研究を行なった． 

○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１２種

類合成することに成功した．こ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，昆明植物研究所より導入した１１４種類の化合物（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． 

○雲南農業科学院の石亜娜氏との共同研究として，雲南省のイワヒバ科に属する

シダ植物から十数種の化合物を単離し，その構造解明を進めている． 

る． 
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８－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東アジアにおけ

る薬理活性物質の多様性と植物遺伝資源」 

（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program “Seminar on Diverse 

Pharmacological Substances and Plant Genetic Resources in East Asia “ 

開催期間 平成２４年８月１０日 ～ 平成２４年８月１０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）門田 有希・岡山大学大学院環境生命科学研究科・助教 

（英文）Yuki Monden, Graduate School of Environmental and Life 

Science, 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) 

（英文）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. 7/7 

C.  

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 39/39 

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 7/7 

C. 39/39 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 

 

 



 15 

 

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２３年度までに行った共同研究の成果を共有すると

ともに，１１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」シンポに向けての計画立案を行なう．さらに，

過去３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２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２年間で行う

共同研究について議論する． 

 

 

セミナーの成果  中国側拠点機関から２６名，協力機関・協力研究者から１３名が，

また日本側拠点機関から７名が参加し，薬理活性物質および植物遺

伝資源の多様性について発表を行ない，今後２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．台風による欠航のため，日

本側参加予定者が２名渡航できず，また中国側も開催日と発表者の

調整に多難を極めたが，北京・中央民族大学の研究者にもゲスト参

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，拠点構築に向けて大変有意義な交流を行なうことができ

た．また，日中双方の若手研究者・大学院生も数多く参加したので，

若手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 

  外国旅費（日本側 B クラス参加者渡航費）  828,590円 

   

 

（中国）側 内容  

  国内旅費 

  外国旅費 

  その他（会議費など） 
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整理番号 S－２ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「国際シンポジウ

ム Bioactive Okayama 2012」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Bioactive Okayama 2012 - 

International Symposium on Biologically-Active Substances : Food 

&Health - “ 

開催期間 平成２４年９月１３日 ～ 平成２４年９月１４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）神崎 浩・岡山大学大学院環境生命科学研究科・教授 

（英文）Hiroshi Kanzaki, Graduate School of Environmental and Life 

Science, 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) 

（英文） 

 

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. 1/2 

C. 13/26 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. 3/6 

C. 2/4 

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 4/8 

C. 15/30 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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  本シンポジウムは，岡山県下の大学および公的研究機関に所属す

る研究者ならびに企業が参加し，生理活性およびそれに関連する物

質に関する研究交流や情報交換を行い，食品・医薬品関連技術及び

産業の発展に寄与することを目的としている．最近のグローバル化

に伴うアジア圏との交流の拡大をうけて，本年度は本拠点事業と共

同して Bioactive Okayama 2012 を開催し，【食と健康】の最新研究情

報を意見交換することとなった．そこで，昆明植物研究所において

植物由来の生理活性物質に関する研究をアクティブに展開してい

る教授が基調講演を行う．岡山大学や企業に勤務する研究者に研究

成果を発表して，研究交流および人的交流を行って，今後の共同研

究の発展につなげることを目的としている． 

 

セミナーの成果  中国側拠点機関から５名が，また日本側拠点機関から１４名が参

加し，【食と健康】というテーマを中心に，生理活性やそれに関連

する物質について成果を共有し，大学関係者のみならず，食品・医

療品関連企業の研究者とも研究交流を行い，総勢２３９名の参加者

と活発に議論を行うことができた．昆明植物研究所の劉吉開副所長

を特別講演者として招へいすることができたことに加え，学長表敬

では本学と同研究所間での大学院生の活発な研究交流の推進を要

望されるなど，拠点構築に向けてさらなる前進をすることができ

た．また，学内外の若手研究者・大学院生も数多く参加し発表を行

なったので，若手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，およびおかやまバイオアクティブ研

究会国際シンポジウム準備グループ 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容                  金額 

  国内旅費（日本側 B クラス参加者）     90,300円 

  外国旅費（中国側 B クラス参加者滞在費）  574,230円 

 

合計                       664,530円   

（中国）側 内容  

  外国旅費   
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整理番号 S－３ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会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 “ 

開催期間 平成２４年１１月２７日～平成２４年１１月２７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）波多野 力・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授 

（英文）Tsutomu Hatano, Graduate School of Medicine, Dentistry and 

Pharmaceutical Sciences, 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) 

（英文）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.  

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 19/19 

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 2/2 

C. 19/19 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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を昆明植物研究所に派遣してセミ

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，中国側の主要

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１４名，協力機関から５名が，日本側拠点機

関から２名が参加し，天然物由来物質の構造決定やバイオアッセイ

分析に関する共同研究の成果について発表を行ない，今後の実用

化・特許取得を視野に入れた議論を行なうことができた．日中情勢

の影響も考慮して，あまり目立たせない形での開催となったが，中

国科学院院士である同研究所の孫漢董教授とも議論することがで

きたので，発展的な拠点構築を今後も継続していくことが期待でき

る．また，若手研究者や大学院生も参加したので，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 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容                  金額 

  外国旅費（日本側 B クラス参加者渡航費） 233,560円 

   

合計                      233,560円   

（中国）側 内容  

  外国旅費 

  その他（会場費など）    
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整理番号 S－４ 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「世界に植物遺伝

資源を求めて」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Journey for searching plant 

genetic resources in the world“ 

開催期間 平成２４年１０月１４日 ～ 平成２４年１０月１４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, 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) 

（英文） 

 

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. 6/6 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B. ※ 

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 3/3 

C. 6/6 

※当初予定では，中国側から B 経費にて１名参加予定であったが，９月の日中関係の緊張

がビザ取得に影響し，来日がずれ込んだため参加できなかった．しかし，講演通訳として

参加予定であった日本側参加研究者の大学院生が代理で発表したのでセミナー内容に影

響はなかった． 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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  昆明植物研究所との間で行なってきた本事業の合同調査および

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．そこで

平成２４年度は，海外での調査経験のある日中双方の若手研究者を

富山県中央植物園へ招いて，これまでの調査で体験したことなどを

紹介する講演会を一般入園者向きに実施し，本事業の一般への紹介

も合わせて行う． 

 

セミナーの成果  中国側協力機関から参加する予定だった李亜莉氏の来日が日中

情勢の影響により間に合わなかったため，日本側のみ拠点機関から

１名，協力機関から８名が参加しての共催講演会となったが，富山

県中央植物園にて行なったことにより，本事業ならびにその成果を

研究者のみならず植物に興味を持つ一般の人々に周知することが

できた．参加者からは同様の講演会を今後も開催してほしいという

要望を数多く得ることができ，植物遺伝資源の多様性とその保全の

重要性をテーマにした今回の内容への関心の高さがうかがわれた．

また，若手研究者を中心に開催したことにより，彼ら主体で議論す

ることができ，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，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 

 国内旅費（日本側 B クラス参加者）      170,580円 

 その他（印刷費，会議費）         108,160円 

  

合計                     278,740円 

（中国）側 内容 

  なし             
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８－３ 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（1/2）  0/0（1/2） 

 

<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（1/2）   0/0（1/2） 

② 国内での交流  0/0（15/29）   人／人日 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・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> 

ラオス 

（日本側） 

<人／人日> 

ｲﾝﾄﾞ（ﾐｬﾝﾏ
ｰ，日本側） 

<人／人日> 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 
（日本側） 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

計画 
 

12/93(10/67) 1/14 0/0(1/16) 2/28 15/135(11/83) 

実績 11/79(5/38) 0/0 0/0(2/41) 0/0(4/25) 11/79(11/104) 

中国 

<人／人日> 

計画 10/253(2/14) 
 

   10/253(2/14) 

実績 5/185(6/34)    5/185(6/34) 

ヴェトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

計画 1/60  
 

  1/60 

実績 1/101    1/101 

 

<人／人日> 

計画    
 

  

実績      

 

<人／人日> 

計画     
 

 

実績      

合計 

<人／人日> 

計画 11/313(2/14) 12/93(10/67) 1/14 0/0(1/16) 2/28 26/448(13/97) 

実績 6/286(6/34) 11/79(5/38) 0/0 0/0(2/41) 0/0(4/25) 17/365(17/138) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

13／37(67／87) <人／人日> 11／42(35／65) <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 691,700  

外国旅費 4,895,432  

謝金 182,000  

備品・消耗品購入費 2,012,789  

その他経費 901,501  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

88,578  

計 8,772,000  

委託手数料 877,200  

合  計 9,649,200  

 

１１．四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 112,350 1／3 

第２四半期 1,134,160 16／111 (28／125) 

第３四半期 2,957,104 7／264 (23／77) 

第４四半期 4,568,386 4／29 (1／1) 

計 8,772,000 28／407 (52／203) 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

中国   246,000 [ 元  ]      3,190,000 円相当 

※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。 


