公益財団法人

岩手生物工学研究センター

先 端 研 究で夢と希 望を創 造する
設立の目的
岩手県が設置する試験研究機関のバイオテクノロジー応用化研究を支援、促進するため、最先端のバイオ
テクノロジーを用いた基礎的研究を行い、岩手県の農林水産業・食品工業等の産業振興に寄与すること
が目的です。

事業の概要
●岩手県生物工学研究所の施設・機器を利用して、岩手県から委託を受けた課題解決のために、バイオ
テクノロジー基礎的研究を実施しています。
受託大課題

Ⅰ

競争力のある農林水産物の生産に貢献する技術の開発

Ⅱ

健康の維持に貢献する技術の開発

●バイオテクノロジーに関する最新の情報を入手するため、内外の学会・研究会や研究機関への研究員の
派遣、各種文献・資料の収集を行っています。
●バイオテクノロジーに関する公開セミナーやシンポジウムを開催し、当センター及び岩手県内の研究者の資
質の向上を図るとともに、国内外の研究者との研究交流を積極的に推進しています。
●バイオテクノロジーに関する最先端の技術を習得するため、研修を実施しています。
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・作物品種開発支援のためのゲノム解析
・バイオインフォマティクス研究
・園芸品目の品種育成支援技術の開発
・園芸品目の有用形質因子の探索と解明
・農作物病害診断・防除基礎技術の開発
・県農林水産物の生物機能を活用した
健康維持・増進技術の開発
・キノコ類の増産技術・育種技術の開発

・管理チーム（財団運営、予算管理）
・研究調整チーム（研究調整、知的財産）

バイオテクノロジーによる基礎的研究から実用化までの流れ
基礎的研究

応用化研究
県専門試験研究機関

岩手生物工学研究センター

・岩手県農業研究センター
・岩手県林業技術センター
・岩手県水産技術センター
・岩手県内水面水産技術センター
・岩手県環境保健研究センター
・( 地独 ) 岩手県工業技術センター
大学、企業など

・農作物の有用形質に関わる遺伝子機能解明
・ゲノム情報を利用した育種技術の開発、品種識別技
術の開発
・農作物の病原検出診断技術の開発
・ＤＮＡ情報の高度活用技術の開発
・生物機能を活用した健康機能性素材の探索・利用
技術の開発

・新品種や栽培技術、病害防除技術、健康機能性
素材・食品の開発など

共同研究

実用化
生産者・企業など
・新しい品種
・新しい栽培体系
・病害防除技術
・食品加工
・商品販売

岩手県の
産業発展

最先端の研究機器と充実した研究設備
最先端の研究機器

次世代シーケンサー
（NextSeq 500）

質量分析装置
（Q-TOF-MS）

従来の機器では不可能であった、高速かつ大量にDNA塩

Q-TOF-MS（四重極飛行時間型質量分析装置）は、生物に

基配列を解読できる最先端の装置です。一度の稼働（約１

含まれる何千もの物質（代謝物）を一度に解析する装置で

日間）で50GBの塩基配列を解読でき、植物・病原体・担

す。代謝物の変化を調べることで、生物内で何が起きてい

子菌などのゲノム解析に利用しています。高性能サーバー

るかを知ることができます。当センターでは、農林水産物

と独自に開発している解析プログラムを駆使して、膨大な

に含まれる多様な代謝物や機能性物質、新規酵素が生成

データを解析しています。

する物質の同定・定量に利用しています。

【解析サーバー】
CPU：48個
メモリ：200GB
ハードディスク：4TB
（この他、100TBのハードディスクを
持つファイルサーバーも利用）

シーケンサー本体

充実した研究設備
共焦点レーザー顕微鏡

培養室

実験室

その他、フローサイトメーター、サーマルサイクラー・リアルタイムRT-PCR、キャピラリー電気泳動装置、FPLC・植物馴化室・低温実験室など

他機関との連携・各種制度の認定
■岩手大学大学院連合農学研究科連携大学院
岩手大学大学院連合農学研究科と教育・研究に関し、連携・協力するための協定を締結しました。岩手生物工学研究センター
研究職員を指導教官として博士課程（後期３年）での学位取得ができます。 http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp
■岩手医科大学との包括連携協定
地域のバイオテクノロジー分野の研究、技術発展及び人材教育を図り、産業振興に資することを目的に岩手医科大学と協定を締
結しました。
■その他、国内・海外の研究機関と共同研究を実施しています。
■科学研究費補助金取扱学術研究機関
■ JSPS特別研究員受入機関

水稲、雑穀などのゲノム情報を活用し、優良品種開発に
寄与するための基礎研究を行います。

ゲノム育種研究部

『優良品種につながるゲノム育種技術の開発』
突然変異体や大規模交配集団等の様々な実験系統群を育成し、多収性、良食味性、高度耐病性、高度
耐冷性、耐倒伏性等に関する遺伝子の同定および機能解析を行います。同定した遺伝子のゲノム情報
を活用し、岩手県農業研究センターの水稲・雑穀などの新品種開発を支援します。

●世界有数の大規模実験系統群
・ひとめぼれ突然変異系統群 12,000系統
・外国稲との交配系統 3,000系統
・雑穀の突然変異系統群
●多収性、良食味性、耐病性など
育種上重要な形質の解析
●バイオインフォマティクスの活用
MutMap, QTL-seqで迅速な遺伝子同定
●DNAマーカー・育種素材の開発

岩手県農業研究センターの
ゲノム育種を強力に支援

優良新品種の育成へ
・アワ短稈遺伝子の解析

当センターの遺伝資源や
解析技術が貢献しました。

『病気に負けない作物を目指した最先端の基礎研究』
イネいもち病は水稲の最重要病害の一つです。イネといもち病菌の攻防における分子機構を解明する
ことにより、病気に負けないイネを作ることを目的としています。

いもち病菌因子（AVR-PikD）とイネの抵抗性遺伝子

イネいもち病菌に対して、イネは抵抗性（R）遺伝子による
抵抗性を誘導することで身を守ります。

（Pikp）の結合部位の解明に成功しました。
（A Maqbool and H Saitoh et al. 2015, eLife）

岩手県の様々な園芸作物について研究・開発を実施して
います。

園芸資源研究部
育種栽培技術開発チーム

園芸作物（リンドウ・果樹等）の育種の効率化や安定生産につながる基礎技術の開発を行っています。
バイテク手法を活用し、園芸作物の品種開発や安定生産につながる栽培技術の確立を支援します。

園芸作物の有用形質決定因子の
探索と分子機構の解明

遺伝子情報などを活用した
育種開発支援

・品質、生産性、生理生態、環境応答など ・ゲノム・遺伝子情報の整備
に影響する有用形質因子の特定、解析

先端技術を活用した
栽培・育種技術開発
・重イオンビーム、NPBT技術

・有用形質 DNA マーカーの開発

などを基盤とした育種技術開発
・培養技術等による遺伝資源開発

重イオンビーム育種

発芽促進技術等の開発

新形質リンドウ

純系リンドウ

リンゴ等

ウルシ等

八重咲き等

培養系

植物病態分子研究チーム
ウ イ ル ス 病 な ど の 病 害 か ら 作 物 を 守 る た め、
病害診断技術の開発、未同定病害の原因究明、
植物の発病・耐病性機構の解明の 3 つの柱で
病害防除技術開発に取り組んでいます。

病気を早期に発見

健 病

網羅的ウイルス検出技術（DECS
法）など、現場ニーズに対応した
病害診断技術を開発しています

DECS結果

病気に強い植物を育てる
植物の持つ耐 病
性 機 構 の 解 析と
病 害 制 御 技 術の
確 立 に 取り 組 ん
でいます

原因不明の病気を解明
原因不明の
輪紋症状

ウイルス
（CMV）
で
枯れたリンドウ

ウイルス
（CMV）
に強
い抵抗性のリンドウ

新種ウイルス

岩手県内で見つかっ
た原因不明の症状
を示す作物から、新
種のウイルスなど、
様々な病原体を同
定しています

生物資源研究部

岩手県の生物資源の活用に貢献する研究を実施しています。

健康機能研究チーム

農林水産物を活用した健康維持・増進技術の開発

成分分析技術、細胞機能解析技術を駆使して、農林
水産物等が有する健康機能について研究を進めて
います。その成果を活用することで、地域の産業振興
に貢献します。
イサダ機能性成分

・雑穀の健康機能成分の探索と高含有系統の選抜
・イサダの抗肥満成分8-HEPEの研究
・マナマコを活用した口腔カンジダ症予防法開発
・山菜に含まれる機能性成分の解明
・質量分析装置を活用した機能性成分分析法の確立
・農林水産物抽出物ライブラリーの構築

8-ヒドロキシエイコサペンタエン酸
（8-HEPE）
雑穀

イサダ

農林水産物抽出物ライブラリー

イサダから8-HEPEを単離し、
肥満抑制作用を発見しました。

岩手県産農林水産物

マナマコ機能性成分

機能性成分を探す

ホロトキシン

健康機能を解明する

活用法を創出する

抗真菌作用を利用し、
カンジダの抑制法を開発しました。

ナマコ

きのこ研究チーム
きのこ類が持つ有用成分に着目し、きのこの消費拡
大につながる研究や、きのこ類の増産技術や育種技
術の開発に向けた研究に取り組んでいます。

山菜

きのこ類の増産技術および育種技術の開発
・日持ち性の良いシイタケ新品種の開発
・原木および菌床シイタケの効率的な栽培技術の開発
・マツタケ菌根の効率的作出と菌根順化技術の開発
・アミガサタケの栽培技術の開発
・ウシグソヒトヨタケの子実体発生条件に関する基礎研究

シイタケ機能性成分
レンチナン（β-1,3-1,6-グルカン）

アミガサタケ
栽培技術開発

シイタケ

栽培技術の向上
新品種の開発

免疫活性化やアレルギー抑制作用を示す
レンチナンの高含有株を作出しました

マツタケ

菌根順化技術の開発
子実体発生条件の解明

ウシグソヒトヨタケ

子実体発生条件に関する
基礎研究

高度な研究を推進するため、研究部横断的な基盤技術
の開発にも取り組んでいます。

研究を支える基盤技術

（ゲノム育種研究部）
『バイオインフォマティクス』
バイオインフォマティクス（bioinformatics）とは、生物学
（biology）と情報科学（informatics）が融合した研究領域で
す。次世代シーケンサーで得られる大量のDNA配列データか
ら、ゲノム配列を構築する技術や迅速に有用な遺伝子を見つけ
る解析手法の開発に取り組んでいます。

網羅的遺伝子発現解析

遺伝子同定技術（解析プログラム）の開発

多様な農林水産物ゲノム情報の整備

植物の形質に関与する遺伝子を同定する解析プログラムを
独自に開発し、公開しています。

最新の技術を取り入れて、リンドウ、雑穀などの
ゲノム解読に取り組んでいます。
また、ギニア
ヤムのゲノム
解析など国際
貢 献 に も 取り
組んでいます。

MutMap

QTL-seq

Abe et al.（2012）
Nature Biotechnol. 30:174-178

Takagi et al.（2013）
Plant J. 74:174-183

Nanopore シーケンサー

（生物資源研究部）
『農林水産物の成分分析技術』
健康機能を有する有効成分や、食味を決める糖やアミノ酸、花の色素など、研究開発には高度な成分分析技術が必須で
す。当センターでは、多種多様な成分を高感度に一斉分析可能な質量分析装置（Q-TOF-MS）および、分析前の成分分離
に必要な液体クロマトグラフィー装置、キャピラリー電気泳動装置を導入しています。他にも、イオンクロマトグラフィー装
置、ガスクロマトグラフィー質量分析装置などを整備し、農林水産物の研究を支える多様な成分分析システムを整備・運用
しています。
旨味・栄養

花の色

食品に含まれるアミノ酸等
によって私たちは美味しさ
を感じます。また、栄養分
としても重要です。

花弁に蓄積する色素の種類
や量によって花色が決定さ
れます。

甘味・酸味

機能性

果実の美味しさの決め手で
ある甘味や酸味は、糖類や
有機酸によるものです。

栄養以外に効能を持つ食品
には機能性成分が含まれる
ことが報告されています。

農林水産物抽出サンプル

成分の分離

成分の特定

（高速液体クロマトグラフィー など）

（質量分析：Q-TOF-MS）

高性能な質量分析装置で
得られたデータから、
試料に含まれる成分の
種類や含有量がわかります。

岩手県生物工学研究所

施設概要：敷 地 面 積 48，
120㎡
建物延床面積 4，
743㎡（内、本館 2,941㎡）

岩手県設置の専門試験研究機関のバイオテクノロ
ジー応用化研究を支援・促進するため、岩手県では、
農林水産業・食品工業等に共通するバイオテクノロ
ジー基礎的研究を集中的に推進する機関として、平成
5年4月に岩手県生物工学研究所を設置しました。
公益財団法人岩手生物工学研究センターは、岩手県

本館
各種実験室、植物培養室、研究員室、
会議室、図書室、管理室があります。

生物工学研究所の施設・機器を使用して、県から委託
を受けた課題について、研究を実施しています。

高度かつ専門的な研究を行うための先端機器をとりそろえ、
研究にふさわしい環境の整備にも配慮しています。
付 属 施 設

植物特性・安全性評価実験棟
実験室が2室あり、閉鎖系温室、非閉鎖系
温室が付属します。

閉鎖系温室
密閉型の温室が6室あり、植物に合わせて
温度・湿度が制御できます。

非閉鎖系温室
昆虫が侵入しないよう網戸で囲まれた温
室が2棟あります。

菌茸栽培実験棟
シイタケなどを栽培する実験室、温湿度が
異なる3つの培養室があります。

温室棟・ガラス温室
人工気象室、種子貯蔵庫、実験用植物が
通年栽培できるガラス温室があります。

隔離圃場
部外者の侵入を防ぐフェンスで囲まれた畑
と管理棟があります。

交通アクセス
鉄道・飛行機
JR新幹線北上駅から約8km .....（車で15分）
JR花巻駅から約5km ..............（車で10分）
いわて花巻空港から約9km ....（車で20分）
いわて花巻空港

東北自動車道
北上江釣子ICから約7km ........（車で15分）
花巻南ICから約5km ...............（車で10分）

●

花巻南IC

富士大学

北上江釣子IC

花巻市
卸売市場

●

●

ファミリーマート

●

公益財団法人

岩手生物工学研究センター

〒024-0003 岩手県北上市成田22-174-4
TEL 0197-68-2911 FAX 0197-68-3881

ホームページ
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http://www.ibrc.or.jp
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