
令和元年 7 ⽉ 3 ⽇ 
 

イネ遺伝学・分⼦⽣物学ワークショップ 2019 開催要領・プログラム 
 

 イネ研究者の交流の場として「イネ遺伝学・分⼦⽣物学ワークショップ」が隔年で開催さ
れてきました。今年度は農研機構主催により下記の通り「イネ遺伝学・分⼦⽣物学ワークシ
ョップ 2019」をつくば市で開催いたします。イネの遺伝学・分⼦⽣物学全般に加えて、取
り巻く環境に⼤きな変化が起こり始めた「ゲノム編集技術」やデータをベースとした「スマ
ート育種」等にもフォーカスしたワークショップにしたいと考えています。 

基調講演として⽇清製粉株式会社つくば穀物科学研究所⻑の早川克志博⼠、農研機構農
業環境変動研究センター⽯川覚博⼠によるご講演を予定しております。イネにご興味をお
持ちの遺伝学・分⼦⽣物学そして、育種、栽培、情報分野の研究者による幅広い交流を⽬指
すワークショップですので、皆様のご参加をお待ちしております。 
 また、情報交換会（懇親会）やワークショップ後には農研機構内の施設⾒学ツアーなども
⾏いますので、ふるってご参加下さい。 
 

記 
 
開催⽇時 
2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊）13:00〜12 ⽇（⾦）16:00（⾒学ツアーを含む） 
 
開催場所 
筑波産学連携⽀援センター内「農林ホール」 
会場までのアクセスに関しては下記の申し込みサイトのトップページ、Information 内の
「アクセス案内（PDF 版）」をご参照ください。⼆⽇⽬の朝の「貸し切りバス」はつくば
駅の改札前で 1 名がプラカードを⼿に、ご案内する予定です。 
 
⾒学ツアー 
農研機構内の施設 3-4 か所をご紹介いたします。 
 
懇親会 
懇親会会場は筑波産学連携⽀援センター1F マルベル⾷堂にて開催します。 
当⽇、受付でお⽀払いください。 
⼀般︓ 3,500 円、学⽣︓1,000 円を予定 
おつりの無い様にしていただけますと助かります。 
当⽇参加も歓迎いたします。 
 
申し込みサイト 
https://kikaku.nias.affrc.go.jp/meeting/ricews2019/ 
⼝頭発表申し込み〆切︓2019 年 6 ⽉ 28 ⽇（⾦）17:00 



参加およびポスター発表申し込み〆切︓2019 年 7 ⽉ 4 ⽇（⽊）17:00 
当⽇参加も歓迎いたします。 
 
発表の⽅法 
１）⼝頭発表のためのプロジェクターに接続する Windows PC、Mac をご⽤意いたします
が、不具合も予想されますので、PC をご持参いただいた⽅が無難かと思います。 
２）今回、新たな取り組みとして、ポスター発表の場合は壇上でスライド 1 枚を使⽤した
1 分半の紹介（フラッシュトーク）をお願いします。ポスター発表の皆様におかれまして
は、スライド 1 ⾴（4:3 のレシオの pptx ファイル、アニメーション無し）を「お問い合
わせ」あてに添付ファイルでお送りください。 
３）ポスターパネルは縦 120cm 横 90cm のサイズとなりますので、収まるサイズのご⽤
意をお願いいたします。ポスター会場は農林ホール前ロビーとなります。 
４）なお、発表申し込みの際に記載していただきます「概要」は審査のみに使⽤するもの
で、公開はいたしません。 
 
プログラム 
 
【7 ⽉ 11 ⽇(⽊)】 
 
13:00-13:05 開会挨拶       ⽮野昌裕 
 
13:05-13:10 ワークショップ事務連絡     杉本和彦 
 
13:10-13:40 【基調講演】 

⼩⻨粉を使った⾷品づくりを科学的に理解する試み   
早川克志（⽇清製粉（株）・つくば穀物科学研究所） 
 

13:40-14:00 ⽔稲のスマート育種研究の現状と展望について   
⽶丸淳⼀（農研機構・次世代作物開発研究センター） 
 

14:00-14:20 育種現場でのデータ活⽤ 
〇⼩林⿇⼦ 1、七⼣⾼也 2、中岡史裕 1、冨⽥桂 1（1 福井県農業試験場、2

かずさ DNA 研究所） 
 
14:20-14:40 ROOTomics: Towards a deeper integrated multi-omics approach in  

the root system to develop climate-resilient rice 
宇賀優作（農研機構・次世代作物開発研究センター） 
 

14:40-15:00 休憩  
 



 
15:00-15:20 NBRP イネリソースの利活⽤向上に向けて〜野⽣イネへの遺伝⼦導⼊の 

試み〜        
◯佐藤豊、佐藤（志⽔）佐江、津⽥勝利、⼩野聖⼆郎、Ta Nhung, ⾼橋
（野坂）実鈴、鈴⽊俊哉、野々村賢⼀（国⽴遺伝学研究所） 

 
15:20-15:40 イネコアコレクションのゲノム情報整備とゲノムワイド関連解析 

◯⽥中伸裕 1、Shenton Matthew1, 川原善浩 1、杉本和彦 1、⽯本政男 1、
江花薫⼦ 2（1 農研機構・次世代作物開発研究センター、2 農研機構・遺伝
資源センター） 
 

15:40-16:00 Control of subcellular localization of a KNOX transcription factor in  
rice.        
津⽥勝利 1,2、野々村賢⼀ 1,2（1 国⽴遺伝学研究所、2 総合研究⼤学院⼤学） 
 

16:00-16:30 ポスター発表フラッシュトーク（90 秒／ポスター）  
 
16:30-17:00 奇数番号ポスターセッション  
 
17:00-17:30 偶数番号ポスターセッション  
 
18:00-20:00 懇親会（1F ⻄側マルベル⾷堂）  
 
 
【7 ⽉ 12 ⽇（⾦）】 
 
12:00- 開場・受付開始 
 
09:30-10:00 【基調講演】 

⼟壌汚染に強いイネを作る  
⽯川 覚（農研機構・農業環境変動研究センター） 

 
10:00-10:20 イネ有⽤遺伝⼦カタログの構築に向けて  

○杉本和彦 1、川原善浩 1、江花薫⼦ 2、⾼橋章 3（1 農研機構・次世代作物
開発研究センター、2 農研機構・遺伝資源センター、3 農研機構・⽣物機
能利⽤研究部⾨） 

 
10:20-10:40 データ駆動型育種による育種素材の開発に向けて   

○堀清純、⽯本政男（農研機構・次世代作物開発研究センター） 
 



10:40-11:00 休憩  
 
11:00-11:20 Polymorphic Edge Detection : 効率的な NGS 配列からの多型検出法 
  宮尾安藝雄（農研機構・次世代作物開発研究センター） 
 
11:20-11:40 Nanopore sequencing と Linked-read sequencing によるインディカ 

⽔稲品種「IR64」ゲノム配列解読 
○⽥中剛 1、⻄嶋遼 2、寺本翔太 1、⽊富悠花 1、林武司 1、宇賀優作 1、川
勝泰⼆ 2（1 農研機構・次世代作物開発研究センター、2 農研機構・⽣物機
能利⽤研究部⾨） 

 
11:40-12:00 イネの花粉成熟・葯タペート細胞のプログラム細胞死制御における 

オートファジー・ROS ⽣成酵素の役割とその制御機構 
○⼩川和准 1、福永任吾 1、澤⽥隼平 1、花俣繁 2,3、⼩野聖⼆郎 4、野々村
賢⼀ 4、橋本研志 1,2、来須孝光 2,5、朽津和幸 1,2（1 東京理科⼤院・理⼯・
応⽤⽣物科学、2 東京理科⼤・イメージングフロンティアセンター、3 新
潟⼤・農、4 国⽴遺伝研、5 公⽴諏訪東京理科⼤・⼯） 

 
12:00-13:00 昼休み  
 
13:00-13:20 イネ茎頂メリステムにおける植物ホルモンシグナル伝達のイメージング 

○佐藤萌⼦ 1、坂本勇貴 2、北野英⼰ 3、松永幸⼤ 2、辻寛之 1 （1 横浜市
⽴⼤学⽊原⽣物学研究所、2 東京理科⼤学、3 名古屋⼤学） 

 
13:20-13:40 イネの精密ゲノム編集 

○雑賀啓明、根岸克弥、廣瀬咲⼦、横井彩⼦、遠藤真咲、⼟岐精⼀（農研
機構・⽣物機能利⽤研究部⾨） 

 
13:40-13:45 閉会挨拶  
 
14:00-16:00 農研機構ラボツアー  
 
 
【ポスター発表】 
 
P-01 分げつが形成されないイネ突然変異体に関する発⽣遺伝学的解析 
○並⽊愛海、平野博之、⽥中若奈（東京⼤学⼤学院理学系研究科） 
 
P-02 ⼩穂形成に異常があるイネ突然変異体の解析 
○⼤森涼葉 1,2, 川上直⼈ 2, 平野博之 1, ⽥中若奈 1（1 東⼤・院理, 2 明治⼤・院農） 



 
P-03 個体の成⻑とともに葉の形態を変化させるイネ変異体の発⽣遺伝学的解析 
○松本光梨 1, 安居佑季⼦ 1, ⽯川哲也 2, 鈴⽊保宏 2, 平野博之 1 (1 東⼤・院理, 2 農研機構） 
 
P-04 イネ減数分裂移⾏タイミングの制御に関与する細胞質 RNA 顆粒の解析  
○三村真⽣ 1、⼩野聖⼆郎 1、野々村賢⼀ 1,2（1 国⽴遺伝学研究所・植物細胞遺伝、2 総研⼤・
⽣命科学） 
 
P-05 イネの葯タペート細胞のプログラム細胞死におけるオートファジーの可視化解析と
転写因⼦ EAT1,ROS ⽣成酵素 Rboh を介した制御機構 
〇⼩川和准 1、澤⽥隼平 1、福永任吾 1、陶 ⽂紀 1、橋本研志 1、朽津和幸 1、花俣繁 2、⼩野
聖⼆郎 3、野々村賢⼀ 3、来須孝光 4（1 東京理科⼤・理⼯・応⽤⽣物科学、2 新潟⼤学農学
部、3 国⽴遺伝学研究所、4 公⽴諏訪東京理科⼤学⼯学部） 
 
P-06 イネの花粉成熟過程における ROS 動態の可視化解析とタペート細胞のプログラム細
胞死における ROS ⽣成酵素 Rboh の役割 
〇福永任吾 1、澤⽥隼平 1、⼩川和准 1、陶 ⽂紀 1、橋本研志 1、朽津和幸 1、花俣繁 2、⼩野
聖⼆郎 3、野々村賢⼀ 3・来須孝光 4（1 東京理科⼤学⼤学院理⼯学研究科応⽤⽣物科学専攻、
2 新潟⼤学農学部、3 国⽴遺伝学研究所、4 公⽴諏訪東京理科⼤学⼯学部） 
 
P-07 イネ種⼦根におけるオーキシン⽣合成阻害剤の作⽤解析 
○鴫原優 1、渡部真由 1、中村郁⼦ 2、嶋⽥幸久 2（1 横浜市⽴⼤学⼤学院・⽣命ナノシステム
科学研究科、2 横浜市⽴⼤学・⽊原⽣物学研究所）  
 
P-08 Hi-C による染⾊体⾼次構造解析⼿法の微量化プロトコル確⽴に向けて 
○保坂 碧、真⼸彩夏、⼭⼝佳穂、武⽥紀⼦、辻 寛之（横浜市⽴⼤学・⽊原⽣物学研究所） 
 
P-09 フロリゲンによるメリステムの成⻑相転換の解析 
○吉⽥綾 1、吉⽥明希⼦ 2、辻寛之 1 (1 横浜市⽴⼤学・⽊原⽣物学研究所、2 東京農⼯⼤学) 
 
P-10 イネの澱粉合成酵素の多重変異系統群の作出 
〇永松⼤輝 1、飯島健 2、朱紅加 2、⼭本敏央 1,2、川越靖 2、藤⽥直⼦ 3、堀清純 1,2 （1 東⼤・
新領域創成科学、2 農研機構・次世代作物開発研究センター、3 秋⽥県⽴⼤・⽣物資源） 
 
P-11 イネの根の形は DRO1 ファミリー遺伝⼦によってデザインすることができる 
〇⽊富悠花 1、原奈穂 2、河合佐和⼦ 1、菅野徳⼦ 1、半澤栄⼦ 3、遠藤真咲 2、呉健忠 1、佐
藤雅志 4、宇賀優作 1（1 農研機構・次世代作物開発研究センター、2 農研機構・⽣物機能利
⽤研究部⾨、3 東北⼤学⼤学院⽣命科学研究科、4 東北⼤学⼤学院農学研究科） 
 
P-12 X 線 CT 画像を⽤いたイネ根系の迅速 4 次元可視化 



〇寺本翔太、⾼安聡⼦、宇賀優作（農研機構・次世代作物開発研究センター） 
 
P-13 CT 撮影による X 線照射の植物体への影響評価 
○⻄嶋遼 1、鈴井伸郎 2、尹永根 2、三好悠太 2、栗⽥圭輔 2、⼭⼝充孝 2、寺本翔太 3、⽊富
悠花 3、七⼣⾼也 4、宇賀優作 3、河地有⽊ 2、川勝泰⼆ 1（1 農研機構・⽣物機能利⽤、2 量
研・⾼崎研、3 農研機構・次世代作物、4 かずさ DNA 研） 
 
P-14 SIP 次世代農林⽔産創造技術で開発されたゲノム編集技術知財の紹介 
○廣瀬咲⼦ 1、橋本⼀憲 2、⼩鞠敏彦 3（1 農研機構・⽣物機能利⽤研究部⾨、2 セントクレス
ト国際特許事務所、3JT） 
 
P-15 ドローンを⽤いた⽔稲多系交雑集団の地上部初期⽣育の評価 
〇⼩川⼤輔, 常松浩史, 坂本利弘, 野々上慈徳, 菅野徳⼦, ⽶丸淳⼀（農研機構・次世代作物
開発研究センター） 
 
 
実⾏委員会は農研機構所属の伊藤博紀、宇賀優作、江花薫⼦、⼤島美紀、⼩川⼤輔、川原善
浩、雑賀啓明、佐藤豊、杉本和彦、⾼橋章、⽵久妃奈⼦、⽥中伸裕、堀清純、シェントンマ
シュー、宮尾安藝雄、⽮部志央理、⽶丸淳⼀（五⼗⾳順）他で構成されています。 
 
 
主催︓国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 
協賛︓ 
・内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） スマートバイオ産業・農業基盤技
術「ゲノム情報等の活⽤による農作物育種の効率化に貢献する精密ゲノム編集技術等の開
発」 
・内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） スマートバイオ産業・ 農業基盤
技術「B.(2)i)「データ駆動型育種」推進基盤技術の開発とその活⽤による新価値農作物品種
の開発」 
・農林⽔産省 戦略的プロジェクト研究推進事業「⺠間事業者等の種苗開発を⽀える「スマ
ート育種システム」の開発」 


