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平成 26年 9月 10日 

農 研 機 構 
 

平成 26年度 農研機構シンポジウム開催のご案内 
－野菜の虫媒性ウイルス病における生物間相互作用解明の現状と展望－ 
ポイント 

・10月 29日(水)～30日(木)に、つくば農林ホールで野菜の虫媒性ウイルス病におけ

る生物間相互作用解明の現状と展望についてのシンポジウムを開催します。 

 

概要                                     

トマト黄化葉巻病、キュウリ黄化えそ病などの、昆虫によって運ばれるウイルス病

（虫媒性ウイルス病）は、媒介する昆虫が微小であり、また薬剤抵抗性も発達してい

ることから防除が困難なため、その被害は深刻です。 

農研機構では野菜の虫媒性ウイルス病における生物間相互作用を遮断する画期的

な防除技術の開発を目指して、植物・ウイルス・媒介虫の生物間相互作用の解明研究

に取り組んでまいりました。この度、これまでに得られた関連研究成果を大学や研究

開発機関等の関連研究者に公表し、関連分野の研究発展に貢献するとともに、行政・

生産者・一般消費者に向けても幅広く広報することを目的として、下記のとおり農研

機構シンポジウムを開催しますのでお知らせします。 

報道機関の皆様には、本シンポジウムについて幅広くご案内いただきますとともに、

当日は是非ご参加のうえ、紙面・番組等で広くご紹介いただければ幸いです。  

記 

１．開催日時 平成 26 年 10月 29日(水)13:00～17:00 

平成 26 年 10月 30日(木) 9:00～12:00 

２．開催場所 つくば農林ホール（茨城県つくば市観音台 2-1-9）  

３．参加申込 参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。定員 300名(先着順) 

       参加申込は、10月 3日（金）までにお願いします。 

詳細は、別紙開催要領または下記 URLをご参照下さい。  

URL http://www.naro.affrc.go.jp/vegetea/contents/kadaibetsu/index.html 

 

問い合わせ先                                 

研究推進責任者：農研機構 野菜茶業研究所 所長 小島 昭夫 

研究担当者：同 野菜育種・ゲノム研究領域 主任研究員 山口 博隆 

e-mail ibv@ml.affrc.go.jp TEL 050-3533-4615 FAX 059-268-1339 

参加申込先：同 企画管理部 業務推進室 企画チーム 主査 蓮 三則 

TEL 050-3533-3810 FAX 059-268-3213 

広報担当者：同 企画管理部 情報広報課長 鈴木 康夫 

TEL 050-3533-3861 FAX 059-268-3124 

プレス用 e-mail www-vegetea@naro.affrc.go.jp 

 

本資料は、筑波研究学園都市記者会、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブに配

付しています。 
※農研機構（のうけんきこう）は、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称） 

です。新聞、TV等の報道でも当機構の名称としては「農研機構」のご使用をお願い申し上げます。  

お知らせ 
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平成２６年度農研機構シンポジウム 

「野菜の虫媒性ウイルス病における生物間相互作用解明の現状と展望」 

開催要領 

 

農研機構 野菜茶業研究所 

 

１．趣旨 

野菜における虫媒性ウイルス病（トマト黄化葉巻病、キュウリ黄化えそ病など）は薬剤によ

る防除が困難なため、その被害は深刻である。虫媒性ウイルス病による被害発生を抑止する次

世代の防除技術を開発するためには、植物・ウイルス・媒介虫の三者間の相互作用をゲノムレ

ベルで解明することが重要である。そこで、関連分野について農研機構で得られた研究成果を

大学や研究開発機関等の関連研究者を対象に公表し関連分野の研究発展に貢献するとともに、

新たな連携関係や研究戦略の構築を図る。また研究セクターだけでなく、行政・生産者・一般

消費者に向けても研究成果を幅広く広報する。 

 

２．開催日時 

平成 26年 10月 29日(水)  13:00～17:00 

平成 26年 10月 30日(木)  9:00～12:00 

 

３．開催場所 

農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所 本館２階 つくば農林ホール 

住所 茨城県つくば市観音台 2-1-9 

http://sto.affrc.go.jp/outline/access  

 

４．日程 

 第 1日目（10月 29日） 

13:00-13:10 開会挨拶 小島昭夫（野菜茶業研究所長） 

13:10-14:50 講演 座長 坂田好輝（野菜茶業研究所 野菜育種・ゲノム研究領域長） 

 13:10-13:35 遺伝子組換えおよび宿主因子の機能解明によるトマト黄化葉巻病抵抗性 

付与戦略（農研機構野菜茶業研究所・山口博隆） 

 13:35-14:00 TYLCV感染時のトマトにおける遺伝子発現プロファイル解析 

        （農研機構野菜茶業研究所・今西俊介） 

 14:00-14:25 トマト抵抗性遺伝子 Ty-2を打破する TYLCV系統とウイルス原因遺伝子の 

同定（農研機構野菜茶業研究所・大西 純） 

 14:25-14:50 トマト近縁種からトマト栽培種への黄化葉巻病抵抗性導入の取り組みに 

ついて（農研機構野菜茶業研究所・斎藤 新） 

14:50-15:00 休憩 

15:00-16:15 講演 座長 津田新哉（中央農業総合研究センター 上席研究員） 

 15:00-15:25 TYLCVとベゴモウイルス DNAβ株の諸性質 

        （農研機構北海道農業研究センター・上田重文） 

 15:25-15:50 青シソの新ウイルス病害 - モザイク症 - 

        （農研機構中央農業総合研究センター・久保田健嗣） 

 15:50-16:15 トマトモザイクウイルスと抵抗性遺伝子 Tm-1の相互作用 

        （農業生物資源研究所・石橋和大） 

16:15-16:50 総合討論 司会 津田新哉（中央農業総合研究センター 上席研究員） 

            パネラー 講演者 

16:50-17:00 事務連絡 

 

 第 2日目（10月 30日） 

 9:00-10:25 講演 座長 今田成雄（野菜茶業研究所 野菜病害虫・品質研究領域長） 
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 9:00- 9:25  トマトおよびトマト近縁野生種の植物ウイルス媒介虫に対する抵抗性と 

その抵抗性機構（農研機構野菜茶業研究所・北村登史雄） 

 9:25- 9:50 キュウリ黄化えそ病抵抗性の遺伝様式の解明とその育種に向けた取組み 

        （農研機構野菜茶業研究所・杉山充啓） 

 9:50-10:15 ミナミキイロアザミウマによるメロン黄化えそウイルス媒介機構の解明 

        （農研機構中央農業総合研究センター・櫻井民人） 

10:15-10:25 休憩 

10:25-11:15 講演 座長 櫻井民人（中央農業総合研究センター 主任研究員） 

10:25-10:50 モデル植物を活用したウイルスと媒介虫の相互作用の解析 

        （理化学研究所バイオリソースセンター・安部 洋） 

10:50-11:15 虫媒性ウイルスと媒介虫との関係－－TSWVと TYLCVを中心に 

        （宇都宮大学・村井 保） 

11:15-11:50 総合討議 司会 本多健一郎（中央農業総合研究センター 病害虫研究領域長） 

            パネラー 講演者 

11:50-11:55 閉会挨拶 小島昭夫（野菜茶業研究所長） 

11:55-12:00 事務連絡 

 

５．参集範囲 

生産者、一般消費者、民間企業、JA等、大学、国・都道府県における農業行政関係者、 

公立・国（含む独立行政法人）試験研究機関担当者 

 

６．参加費 

 無料 

 

７．定員 

 300名（定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。） 

 

８．参加申し込み 

 参加申込書に必要事項をご記入の上、10月 3日(金)までに E-mailまたは FAX で下記申込先宛に

お送りください。メールの件名は、必ず「虫媒性ウイルスシンポジウム参加申込み」として下さい。 

 申込様式は URL(http://www.naro.affrc.go.jp/vegetea/contents/kadaibetsu/index.html)からダウン

ロードできます。 

 

９．情報交換会 

 1日目終了後、17:30 より、シンポジウム会場 1 階の食堂で情報交換会を開催いたします。 

  日時：平成 26年 10 月 29日(水) 17:30〜19:30 

  場所：農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所 本館 1階 食堂 

     （シンポジウム会場と同じ建物の 1階です） 

  会費：4,000円 

  申し込み：参加申込書を利用してシンポジウムと同時にお申し込みください。 

    会費については 10月 10日(金)までに下記宛にご送金ください。 

    なお、振替もしくは振込料金等は各自でご負担ください。振替入金をもって情報交換会 

参加申し込みの確認とさせていただきます。 

   ・郵便局（ゆうちょ銀行）から振り込まれる場合（郵便局に備付けの振替用紙をご使用く 

ださい） 

     口座番号（００８６０−９−８１１３２）、加入者名「課題別研究会」、「（虫媒性ウイル 

ス）参加者氏名」をご記入ください。 

   ・他の金融機関から振り込まれる場合 

     銀行名（ゆうちょ銀行）、店番（０８９）、店名（〇八九店）、預金種目（当座）、口座 

番号（００８１１３２）、受取人名「カダイベツケンキュウカイ」、「（ウイルス）参加 

者氏名」をご記入ください。 
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   ・振込者氏名には必ず、（ウイルス）と付記してください。 

    例）「（ウイルス）農研太郎」、「（ウイルス）ノウケンタロウ」 

 

10．参加申し込み先・問い合わせ先 

 参加申し込み先 

  農研機構 野菜茶業研究所 

   企画管理部 業務推進室 企画チーム 主査 蓮 三則 

    電話 050-3533-3810、FAX 059-268-3213 

    メールアドレス yacyakenkadaibetu@ml.affrc.go.jp 

 

 問い合わせ先（シンポジウムの内容について） 

  農研機構 野菜茶業研究所 

   野菜育種・ゲノム研究領域 主任研究員 山口博隆 

    電話 050-3533-4615、FAX 059-268-1339 

    メールアドレス ibv@ml.affrc.go.jp 

 

11．宿泊 

つくばエクスプレスつくば駅周辺にホテルがございます。あらかじめ各自でお早めにご予約く

ださい。 


