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第Ⅰ章 独立行政法人農業生物資源研究所の概要

１ 業務内容

(１)目的

生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の
無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業
上の利用に関する技術の向上に寄与する。

(２)業務の範囲

①生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに
関連する分析、鑑定及び講習を行う。

②昆虫その他の無脊椎動物（みつばちを除く）の農業上の利用に関する技術上の試験及び
研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

③蚕糸に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

④原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行う。

⑤農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行う。

２ 事務所の所在地

本部地区 〒305-8602 茨城県つくば市観音台2丁目1番地の1
（電話番号0298-38-7406）

農環研地区 〒305-8602 茨城県つくば市観音台3丁目1番地の3
大わし地区 〒305-8634 茨城県つくば市大わし1番2
茎崎地区 〒305-8602 茨城県稲敷郡茎崎町池の台2番地
動衛研地区 〒305-8602 茨城県つくば市観音台3丁目1番地の5
放射線育種場 〒319-2293 茨城県那珂郡大宮町大字上村田字長田2425番
新蚕糸技術研究チーム 〒390-0812 長野県松本市県1丁目10番1号
生活資源開発研究チーム 〒394-0021 長野県岡谷市郷田1丁目4番8号
昆虫遺伝研究チーム 〒408-0044 山梨県北巨摩郡小淵沢町6585番地

３ 資本金の状況

平成13年4月の資本金は40,319,066,059円となっている。

４ 役員の状況

理事長（1人、任期4年） 桂 直樹
理事 （2人、任期2年） 中島 皐介

井上 元
監事 （2人、任期2年） 元井 葭子

立道 美朗（非常勤）

５ 職員の状況

平成13年4月の常勤職員数は434名となっている。
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６ 根拠法

独立行政法人農業生物資源研究所法（平成11年12月22日法律第193号）
最終改正：平成12年5月26日（法律第84号）

７ 主務大臣

農林水産大臣

８ 法人の沿革

独立行政法人農業生物資源研究所は農林水産省の農業生物資源研究所と蚕糸・昆虫農業
技術研究所、畜産試験場の一部、家畜衛生試験場の一部が統合し、平成13年4月1日に発足
した。

９ 法人の組織

理事長 企画調整部
総務部

理事 基盤研究推進官
ゲノム研究グループ

監事 遺伝資源研究グループ
ジーンバンク
発生分化研究グループ
生体防御研究グループ
生体機能研究グループ
昆虫適応遺伝研究グループ
昆虫新素材開発研究グループ
昆虫生産工学研究グループ
分子遺伝研究グループ
生体高分子研究グループ
生理機能研究グループ
新生物資源創出研究グループ
放射線育種場
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第Ⅱ章 平成13年度の業務の実施状況

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 研究業務の効率化

(１)評価・点検の実施

①グループ別評価検討会から始まり、生物研評価委員会に至るまでの諸会議の開催の流れを
明確化し（資料1 、各会議における自己点検及び生物研評価委員会における評価項目、）
評価基準を定めた。

独立行政法人農業生物資源研究所評価委員会設置要領を定め、平成14年3月19日に評価委②

員会を開催し、外部評価委員による評価が行われた。

③グループ別評価検討会を開催し、実施課題の達成状況と次年度計画を検討するとともに主
要研究成果候補課題の選定を行った。他独立行政法人、民間、大学等の研究者の参画のも
とに、昆虫・動物生命科学研究推進戦略会議、植物生命科学研究推進戦略会議を開催し、
小課題レベルの達成状況と中課題レベルの問題点及び主要研究成果の検討を行った。農業
生物資源研究推進戦略会議において主要な研究成果（35課題）を決定した（資料13 。）

④研究職員の業績審査大綱及びマニュアルを作成中である。

資料1 諸会議等の流れ

グループ別（部門別）評価検討会

蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会 プロジェクト推進会議・評価委員会

植物バイテク研究全国連絡会

遺伝資源研究会

ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

昆虫・動物生命科学研究推進戦略会議

植物生命科学研究推進戦略会議

年度報告書（案）の作成

農業生物資源研究所評価委員会

農業生物資源研究推進戦略会議

年度報告書・年度計画の策定

↓
農林水産省・独立行政法人評価委員会
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２ 研究資源の効率的利用

研究資源の効率的利用を図るため、所内研究推進費等（総額約60百万円程度）の所内制度①

を設け、中期計画達成のために特に強化が必要な研究課題について海外旅費（14件 、所）
内研究推進費（24課題 、研究活性化経費（19件）の配分を行った。）

所内の研究者が科学技術振興調整費等のプロジェクトへ応募することを奨励、援助し、17②

の制度に対し49件の応募を行った。13年度は生研機構の「新技術、新分野創出のための基
礎研究事業」の一般型2課題、若手型1課題、科学技術振興事業団の「権利化試験事業」
1課題並びに宇宙開発事業団の「宇宙環境利用に関する地上研究」1課題の4制度で5課題が
採択された。

農林水産省の2つの交付金プロジェクトにおいて、特に評価の高い課題について重点課題③

として位置付け、研究費を増額するなど評価結果をもとに重点的な配分を実施した。

（ ） 、 、 （ ） 、④組換え体温室 BPRC 等 RI実験棟 植物ゲノム機能解析棟 PFGL 等の施設については
運営委員会等を設置し、これらの効率的な運営を図った。また、圃場委員会を設け実験圃
場の効率的な運営を図った。研究所の共用機械のリストを作成し、共同利用、効率的維持
管理の促進を図った。

他の独立行政法人と相互利用する施設等について覚書を交わし、事業推進の円滑化を図っ⑤

た。

３ 研究支援の効率化及び充実・高度化

①企画調整部に技術移転科を設置し、植物バイテク関係の主任研究官1名及び動物バイテク関
係の研究員1名を配置し、知的所有権の取得と技術移転業務を強化した。

②有料オンラインジャーナルについては、独立行政法人の幅広い研究領域をカバーするため
に、従来の16誌から36誌に拡大した。また、独立行政法人農業環境技術研究所、同食品総
合研究所、同国際農林水産業研究センターとともに、総合オンラインジャーナルScience
Directをコンソーシアムによる契約で導入した。さらに、所内向けホームページにオンラ
インジャーナルの一覧及び利用法を掲載し、研究支援の充実・高度化を図った。

③研究施設、特殊空調設備、高度機器等の保守管理業務の外部委託を進めるとともに、桑園
業務に関して業務科職員の指導のもとに人材派遣システムを利用し、研究支援業務の充実
及び効率的運営を図った。また、構内環境整備等についても外部委託を進めた。

④研究支援のため科学技術振興事業団重点研究支援協力員制度により、6チームのべ29名の
人材（テクニシャン）を確保した。

４ 連携、協力の促進

(１)他の独立行政法人との連携、協力

①独立行政法人農業生物資源研究所共同研究実施規程、依頼研究員受入れ規程、職務発明規
程等を定め、共同研究や技術移転を行った。農林水産省所管の試験研究を主たる業務とす
る8独立行政法人と研究協力に関する協約を結んだ。独立行政法人国際農林水産業研究セ
ンターとの間で国際共同研究についての協約を結んだ。また、独立行政法人農業技術研究
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機構の融合研究「安全性に配慮した実用的な病害抵抗性組換えイネ系統の開発」及び「ト
リプトファン含量の高い飼料用イネの開発」に協力した。

②ジーンバンクに関係する独立行政法人との間で、ジーンバンク事業の円滑な推進を図るた
め 「ジーンバンク事業連絡協議会」を設置し、ジーンバンク事業基本計画を定めるとと、
もに平成13年度年次計画を策定した。

(２)産学官の連携、協力

①国際コンソーシアムのリーダーとしてSTAFF研究所と共同でイネゲノム全塩基配列の解読
を強力に推進した（資料2 。イネゲノムの有用遺伝子の単離・機能解明においては、ミ）
レニアム・ゲノム・プロジェクト「イネゲノム」のリーダーとして、産学官の関連研究室
の研究を強力に推進した。このためイネゲノム研究推進事務局を設置し、プロジェクトの
事務局機能、イネゲノム研究の広報、研究者間の連絡についての体制を強化した。また、
新規課題のインターネットを利用した公募を行った。さらに、イネゲノムリソースの整備
を行い、我が国のイネゲノム研究者への技術及び材料の提供を行った（資料3 。）

②委託プロジェクトにおいてリーダーとして産学官にまたがる研究の推進及び取りまとめを
行った（資料4 。）

③国際イネゲノムフォーラム、COE（植物ゲノム機能研究）国際シンポジウム「植物遺伝子
の機能解析 「植物の転写因子 、COE（昆虫機能利用研究）国際シンポジウム「昆虫工」、 」
場の開発 、開放的融合研究国際シンポジウム「造血細胞 「水素、水和構造」等を開催」 」、
した（資料5 。昆虫ゲノム研究「ゲノム創農薬」推進のため、民間を対象に意見交換会）
及び説明会を開催した 「蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会」及び「植物バイテク研究全国。
連絡会」を開催し、他の独立行政法人、大学、民間等の研究者の参画を求め、意見交換及
び農業生物資源研究所に対する要望等の把握を行った。

④科学技術協力に関する政府間協定を活用して、米国、英国など16か国と44課題の共同研究
を行った（資料6 。また、ジーバンク事業では他の独立行政法人（サブバンク）と協力）
して4か国で野生稲等の探索及び2か国でイモ類等の遺伝資源共同調査を行った。

⑤公立研究機関が実施している先端技術等地域実用化研究促進事業（バイオテクノロジー実
用化型）による助成研究や指定試験事業（桑品種育成）に協力し指導を行った。筑波大学
大学院等との連携大学院に参画した（資料7 。）

⑥民間から共同研究の依頼があった18件につき、所内審査会の検討を経て実施している。

資料2 国際コンソーシアムにおける解読の分担

第１染色体；日本、韓国 第５染色体；台湾 第９染色体；日本、韓国、ブラジル、タイ

第２染色体；日本、イギリス 第６染色体；日本 第10染色体；アメリカ

第３染色体；アメリカ 第７染色体；日本 第11染色体；アメリカ、インド

第４染色体；中国 第８染色体；日本 第12染色体；フランス
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資料3 イネゲノム研究におけるリソースの整備状況

研究区分 リソースの整備状況

塩基配列 170Mbを解読（国際コンソーシアム全体では270Mb）
遺伝子地図 遺伝子置換系統；150系統

遺伝子マッピング用実験系統；約1,000
ミュータントパネル ミュータントパネル；50,000系統

破壊遺伝子データベース；10,000件公開
プロテオーム 部分構造決定；2,634個
マイクロアレイ 約9,000スポットアレイ作製・利用
ジーンバンク cDNA；65,313クローン、RFLPマーカー；1,713クローン

YACフィルター；7,606クローン
BAC；50,000クローン、PAC；70,000クローン

資料4 プロジェクト研究における協力研究機関数

プロジェクト 課題数
民間 大学 国立 県等 独法 法人 生物研 合計

イネ全塩基配列 0 0 0 0 0 5 1 6
DNAマーカー 1 1 0 17 18 2 4 43
有用遺伝子単離 1 18 2 2 15 0 16 54
マイクロアレイ 2 19 1 2 16 2 20 62
プロテオーム 5 17 0 0 19 0 17 58
シミュレーター 3 7 1 0 1 3 2 17
動物ゲノム 0 7 0 0 0 1 17 25
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資料5 国際シンポジウムの主催

タ イ ト ル 参加人数 開催月日
第6回 開放的融合研究公開シンポジウム 60 H13.10.12
"Recent Progress in the Study of Hematopoetic Stem Cells"

国際ワークショップ 290 H13.10.15
"Current Status and Perspectives in Cloning and Related ～10.18
Studies"

NIAS-COE 国際シンポジウム 198 H13.10.22
"Prospects for the Development of Insect Factories" ～10.23

国際交流セミナー 65 H13.10.29
"Perspective on Embryo Biotechnology: its Origin,
Current Uses and Future Prospects"

NIAS-COE/BRAIN国際シンポジウム 190 H13.11.21
"Genomic Approaches to Functional Analysis of Plant Genes" ～11.22

NIAS-COE 国際シンポジウム 200 H13.11.29
"New Era of Transcription Factor Research in Plants" ～11.30

開放的融合研究プロジェクト国際シンポジウム 98 H13.12.10
"Development of New Structural Biology Including Hydrogen ～12.12
and Hydration"

第9回国際イネゲノムワークショップ 180 H14.2.6
"Genome Sequencing,Chromatin Dynamics" ～2.7

第10回国際イネゲノムフォーラム 230 H14.2.8
"Rice Genome Forum Ⅹ"

第2世代組換え農作物の開発 150 H14.3.20
"Development of 2nd Generation Transgenic Crops"

第9回NIAS遺伝資源国際ワークショップ 62 H14.3.27
"International Collaborative Research on Plant Genetic
Resources under International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture"

資料6 二国間科学技術協力の実施件数

国 名 実施件数 国 名 実施件数 国 名 実施件数
アメリカ 10 イスラエル 2 チェコ 1
イギリス 6 イタリア 2 ドイツ 1
中国 4 スウェーデン 2 ブルガリア 1
韓国 3 ロシア 2 ノルウェー 1
フランス 3 オーストラリア 2
カナダ 3 インド 1 合計（16カ国） 44
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資料7 連携大学院への教授の派遣

大 学 院 名 氏 名 職 務 期 間
筑波大学大学院 大川 安信 農林学系・教授 H13.4.1～H14.3.31
筑波大学大学院 山川 稔 農林学系・教授 H13.4.1～H14.3.31
筑波大学大学院 水野 洋 応用生物学系・教授 H13.4.1～H14.3.31
筑波大学大学院 佐々木 卓治 生物科学系・教授 H13.9.1～H14.3.31
筑波大学大学院 矢野 昌裕 生物科学系・教授 H13.9.1～H14.3.31
東京大学大学院 Duncan Alexander 農学国際専攻連携 H13.5.1～H14.3.31

Vaughan 併任講座・客員教授

５ 管理事務業務の効率化

①事務処理の効率化を図るため、独立行政法人標準会計システムを導入し、予算から決算ま
での会計事務をシステム化するように努めた。

②従来帳簿方式であった文書原簿、物品管理簿等を電子化し、検索等を容易にすることによ
り、事務処理の迅速化を図った。

③ペーパーレス化に資するため、ホームページ及びメールを活用し、各種様式のダウンロー
ドを可能にすることによって情報伝達の効率化を図った。

④管理経費の節減に努めるため、電気供給契約及び冷暖房設備稼働等の見直しを行った。

６ 職員の資質向上

①業務上必要な各種研修及び講習会に一般職員15名、技術専門職員5名、研究職員13名を参
加させ資質の向上に努めた。また、独立行政法人標準会計システムの導入にあたり研修会
を実施し、新たな会計処理のための資質の向上を図った。

②研究推進の加速化及び最新の研究情勢等の知見を得るため、長期在外研究（資料8）も含
め海外に延べ189名を派遣する（資料9）とともに、海外から研究者を116名招へいし（資
料10 、研究員の資質の向上に努めた。）

③研究職員のうち博士号未取得の研究者については、チーム長等がその取得に向けて指導す
るとともに、研究推進にも配慮し、取得しやすい研究環境の醸成に努めた結果、平成13年
度は2名が博士号を取得した。

④研究成果の評価としての各種表彰受賞者は、文部科学省研究功績者表彰、同省第60回注目
発明、同省平成13年度創意工夫功労者表彰、2002年度日本畜産学会賞、第2回日本応用動
物昆虫学会奨励賞、平成13年度畜産大賞最優秀賞、貞明皇后記念蚕糸技術賞、蚕糸有功賞
等であった。
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資料8 長期在外研究の実績

国 名 制 度 期 間
アメリカ 文部科学省・長期在外研究員制度 H12.7.10～H13.7.9
デンマーク 文部科学省・長期在外研究員制度 H12.9.1 ～H13.8.31
アメリカ 科学技術振興事業団・若手研究者海外派遣制度 H12.3.16～H14.3.15
アメリカ 科学技術振興事業団・若手研究者海外派遣制度 H14.3.21～H16.3.20
チェコ 科学技術振興事業団・若手研究者海外派遣制度 H14.3.27～H16.3.26

資料9 研究員の海外派遣（短期）

国 名 国 数 件 数
アジア諸国 12 46
ヨーロッパ諸国 16 50
北アメリカ諸国 2 77
南アメリカ諸国 1 4
オセアニア諸国 1 6
アフリカ諸国 1 1
合 計 33 184

資料10 海外からの研究員の受入

制度／経費負担先 地域別の件数（国数）

欧州 北米 南米 合計アジア オセアニア アフリカ

JSPSフェローシップ 11(6) 3(3) 1(1) 0 1(1) 0 16(11)

JSPS･二国間交流 0 2(1) 0 0 0 0 2(1)

STAフェローシップ 14(4) 4(3) 2(2) 0 1(1) 2(2) 23(12)

科学技術特別研究員 4(3) 0 0 0 0 0 4(3)

重点研究支援協力員 2(2) 1(1) 0 0 0 0 3(3)

科学技術総合研究委託費 3(2) 0 0 0 0 1(1) 4(3)

科学技術振興調整費 3(3) 19(6) 13(1) 0 1(1) 1(1) 37(12)

生研機構 9(4) 2(1) 2(1) 0 0 0 13(6)

JIRCASつくば招へい国際共同研究者 4(4) 0 0 0 0 0 4(4)

JIRCAS国際農業外国招へい共同研究者 1(1) 0 0 0 0 1(1) 2(2)

ジーンバンク事業 2(1) 0 0 0 0 0 2(1)

EU科学フェローシップ 0 1(1) 0 0 0 0 1(1)

ウィンター･インスティテュート 1(1) 0 0 0 0 0 1(1)

農業生物資源研究所 0 0 3(1) 0 1(1) 0 4(2)

合 計 54(9) 32(13) 21(2) 0 4(1) 5(4) 116(29)
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置

１ 試験及び研究並びに調査

A ゲノム生物学等を利用した生命科学研究

１） ゲノムの構造解析とゲノム情報解析システムの開発

イネゲノムの全塩基配列については11か国・地域が参加する国際コンソーシ
アムのリーダーとして、担当する染色体のうち第1染色体のphase2レベルでの解
読を終了し、第2染色体の75％、第6染色体の85％、第7染色体の70％、第8染色
体の70％を同レベルで解析した。これらはコンソーシアム全体が解析した270Mb
の63％に相当する。また、完全長cDNAライブラリーについては、3月末現在で目
標30,000種のうち24,500種を整備した。カイコゲノムについては、物理地図の
作製を進め、ESTマーカーを用いたハイブリダイズ法により、全ゲノムの約30％
をカバーするBACコンティグを遺伝地図上に位置づけた。ブタでは、染色体重要
領域のゲノム構造の解析を行うとともに、アポトーシス関連遺伝子等生理機能
上重要な遺伝子のクローニングとマッピングを行うなど顕著な成果が得られて
いる。

(１)イネのゲノム構成及びイネゲノムのDNA 塩基配列の解析

①イネ第1染色体のDNA 塩基配列の解析
第1染色体においては、すでに12年度に全体の80%にあたる40Mbの領域にPAC/BACクローン
を整列化したが、本年度はさらにウォーキングによってギャップ領域を埋め、15あったコ
ンティグを11に減らした。カバー領域は84%、43Mb と上昇した。日本が担当になった他の
4本(第2、6、7、8)の各染色体に対してPAC/BACクローンを整列化した結果、各染色体共に
70～80%の領域に物理地図を構築した。

②イネ第6染色体の物理地図作成とDNA 塩基配列の解析
第6染色体解析についてはすでにキャピラリーシーケンサーや分注ロボットを中心とした
効率的な塩基配列解析システムを構築したが、平成14年末のイネ全塩基配列高精度解析終
了をめざして、本年度にはさらなるシステムの強化に向けて各ステップにおいて効率化を
実現し、月当たり最高80～100PAC/BACクローンの配列解析を行った。この結果、月当たり
8～10Mbのペースで配列を公開した｡

（２）イネ完全長ｃＤＮＡクローン収集とデータベースの構築

①平成12年度に収集された完全長cDNAクロ－ンのクラスタリングとデ－タベ－ス化
理化学研究所が開発した2段階クラスタリング法を適用し、ランダムにピックアップし、
端読み配列解析された5'端配列及び3'端配列のうちから、3'端配列を用いて、28,000グル
ープにクラスタリングを行った。そのうち完全長読みされた分について、完全長配列レベ
ルでの再度のクラスタリングを行った。リダンダントな配列を除き、NCBI GenBnak登録配
列との相同性検索等を行い、最終的に15,826件をDDBJ登録、Web公開に向けた。

②平成13年度に収集される完全長cDNAクロ－ンのクラスタリング
端読み配列解析された5'端配列及び3'端配列から、3'端配列を用いて、28,000にグループ
化を行った。グループ端読み配列をclustalWで、アラインメント化して、個々のグループ
において最長のクローンを代表クローンとして選別した。端読み配列からの代表クローン
を完全長配列解析にまわすとともに、蓄積した端読みデータ、または、端読み配列が得ら
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れた元ライブラリー情報を用いて、クローンの出現の特異性、GC含量の変化、転写開始位
置の予測、ゲノム配列との比較等を行った。

（３）ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

①ブタの高密度遺伝地図、物理地図の作成
ブタＴ細胞抗原受容体δ鎖可変領域のゲノム構造の解析を行うとともに、アポトーシス関
連遺伝子等ブタの生理機能上重要な遺伝子のクローニングとマッピングを行った。また、
キジ目のmtDNAを効率よく決定する方法を開発し、遺伝的多様性及び分子系統学的解析を
進めた。

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成
全ゲノムBACコンティグ作製では 6,200個の全ESTマーカーのうち、これまでに2,500個を
用いたハイブリ法により、スクリーニングを行った。得られた167個のコンティグが遺伝
地図上に位置付けられ、ゲノムの約30%がカバーできていると考えられた。第2、６、Z、W
染色体においてBACコンティグ（合計5Mb）を作成し、そのうち1.2Mbのシーケンスを決定
した。地図上に位置付けたマーカー数は合計306個となった。

（４）ゲノム機能予測技術の開発

①コード領域予測技術の開発
既に生物研が開発し公開しているイネ用遺伝子領域予測プログラム(RiceHMM)について、
パラメータチューニングを行い性能向上（予測精度の向上、予測遺伝子数の増加）を図っ
た。予測精度は約15%向上し、予測遺伝子数は約25%増加した。

（５）イネゲノム統合データベース基盤の開発

①イネゲノムデータベースINEの改良
イネゲノムデータベースINEの拡張を行った。具体的には6,591個のESTのゲノム上の位置
を明らかにした。発現遺伝子地図データを研究者が参照しやすい形に加工して公開すると
ともに、INEの他の地図と統合した。また塩基配列国際コンソーシアムの国外のグループ
の解析結果データをINEに組み込み、公開した。

２） ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

イネ有用遺伝子についてはマップベースクローニングにより、脱粒性遺伝子
を単離・機能解明し特許出願するとともに、遺伝子破壊系統（ミュータントパ
ネル）を用いて半矮性、直立葉、穎形態異常等を示す遺伝子を単離し、特許を
出願した。また、ブタでは背脂肪厚に関与する遺伝子、カイコでは濃核病ウイ
ルス抵抗性遺伝子が存在する染色体領域の絞り込みを行うなど順調に進展して
いる。

（１）遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離
脱粒性遺伝子については、相補性検定による機能の証明を終了し、特許を出願した。第5
染色体上に存在する一つの遺伝子について、RFLPマーカーによる連鎖地図を作成して位置
を特定した。遺伝子近傍のSTSを利用して周辺のPACゲノミッククローンを整列化させ、遺
伝子領域を含むPACクローンの塩基配列を解析して新たなSNP/SSRマーカーを作出し、候補
ゲノム領域を絞り込んだ。
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（２）イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用

①イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用
日本晴由来の変異系統9,600系統より3次元的にスクリーニング出来るように8×12×10=
960系統を１集団として、10集団合計9,600系統よりプール化ＤＮＡを調製し、これまでに
作成したプールと会わせて37,440系統がPCRスクリーニングの対象として利用可能になっ
た。このシステムを利用してシグナル伝達に関与する遺伝子の4つの独立な変異体を単離
し、その全てにおいて形態異常を確認した。

（３）遺伝地図情報等を利用したブタの椎骨数、カイコのDNV抵抗性遺伝子等の単離

①比較遺伝地図情報等を活用したブタの生産形質関連遺伝子座の同定
ブタ椎骨数関連QTL（量的形質遺伝子座）領域の整列地図作製のためヒトゲノム情報より
95個のBACクローンの単離および候補遺伝子を含むBACクローンおよびcDNAの解析を行っ
た。未解析のF2個体データを追加して背脂肪関連QTLの再解析を行い、5.3 cMの範囲に領
域を絞りこんだ。繁殖障害ゲノム領域中のTGFB1遺伝子のゲノム構造を決定した。集団中
で分離したQTLの個数に関するベイズ推定法を開発した。RAG-1遺伝子を用いたノックアウ
トベクターを作製して特許を申請した。

②発現遺伝子の部分塩基配列情報等を利用したブタの椎骨数や肉質等に関与する遺伝子の
単離
肉量に関連するブタ椎骨数候補遺伝子の多型と形質との関係を明らかにするため、第1染
色体椎骨数関与領域に存在するFTZ-F1遺伝子を含むBACクローンを単離し、そのゲノム構
造を解析した。FTZ-F1遺伝子のORF領域に9個のSNPを検出したが、いずれもアミノ酸置換
に結びつく変異ではなかった。ブタの脳組織特異的ライブラリーについては海馬、嗅球の
完全長ライブラリ－の作製を行い、予備的解析から、完全長率はそれぞれ76%、 66%であ
った。

③カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離
カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子Nid-1に加えて2型抵抗性遺伝子nsd-2について、RFLP
によりマッピングを行った。両遺伝子近傍のcDNAクローンをプローブにして、BACライブ
ラリーのスクリーニング、ポジティブクローンのフィンガープリントを行い、近傍領域の
コンティグを作成した。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築
イネ9,000ESTアレイを用いた解析の2巡目を終了した。2色蛍光ラベリング法を検討し、従
来の1色ラベリング法に加えて2色ラベリング法による解析についても受付を開始した。平
成13年度末で、411 RNAサンプルについてハイブリダイゼーション実験を終了し、画像デ
ータは担当者に返送した。独立9,000ESTクローンに対応する3'-UTRアレイの作成に着手し
た。アレイ実験に関するWebサイトを立ちあげ、利用者の便宜を図った。

（５）タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究
TMV感染あるいは傷害を受けたタバコより、4つのカルシウム結合モチーフをもつ13種類の
遺伝子を単離した。これらは推定アミノ酸配列から、タイプⅠ、Ⅱに分類された。それぞ
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れの遺伝子に特異的なプローブを用いたノザン解析の結果から、これらはTMV感染による
HR、傷害、サリチル酸およびジャスモン酸処理などに対して異なる転写制御を受けている
ことが明らかになった。

②葉等の形態形成機構の解析
ブラシノライド依存性変異体で、変異形質が挿入DNAが原因で起こっているかどうか遺伝
解析を行った。変異形質を示す植物体の中で、挿入DNAを持たないものが存在したことか
らこの変異体は挿入DNAによるものではなく、培養により生じた事が示された。この変異
体の葉鞘は非常に短いが、縦断切片観察の結果、葉鞘の細胞が小さく、細胞伸長の異常が
矮性の原因と考えられた。

（６）染色体構造の変化やＤＮＡの修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析

①ジーンサイレンシングに関与する遺伝子とシグナルの解析
イネから2種類のDDM1相同遺伝子を単離し、それらがコードするタンパク質のアミノ酸配
列を比較したところ、高い同一性を示した。シロイヌナズナのDDM1と比較すると、いずれ
も 60%程度の同一性を示した。それぞれの相同遺伝子は第9染色体、及び第3染色体に位置
することが明らかとなった。

②メチル化部位のゲノムマッピング
制限酵素ランドマークゲノムスキャニング(RLGS)分析における二次元電気泳動像から効率
的にメチル化部位を認識識別するために RLGS解析支援ソフトを完成させた これは (1)、 。 、
インターネットを介して公共データベースから収集されたシーケンス情報を利用し、RLGS
分析で用いる制限酵素の切断位置と切断によって得られるDNA断片の分子量を検出する、
(2)RLGS二次元画像から可視化されたDNA断片（スポット）の位置情報を解析し、メチル化
部位の検出を高速化するものである。

３） タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

イネタンパク質の２次元電気泳動により、16,000個の独立スポットを確認し、
そのうち約2,600個の部分的アミノ酸シーケンスを行った。また、ジベレリンや
ブラシノライド等植物ホルモンに関与する遺伝子を単離し、特許を出願すると
ともに、α-アミラーゼの立体構造を解析し、機能の解明を行うなど順調に進展
している。

（１）遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析

①プロテオーム解析技術による植物ホルモン情報伝達機構の解析
微量タンパク質であるリン酸化タンパク質に焦点を絞り、質量分析計でリン酸化ペプチド
を検出する条件を決定した。この方法を未知のリン酸化タンパク質に応用するために、ま
ずプロテインキナーゼの検出を行った。プロテインキナーゼの下流にあるリン酸化タンパ
ク質を解析し、ジベレリンやブラシノライドの制御下、ジベレリンの下流で5種類、ブラ
シノライドの下流で4種類の計9種類のリン酸化タンパク質がリン酸化、脱リン酸化される
ことを見出した。

②タンパク質情報のデータベース化
Webブラウザで閲覧可能なプロテオームデータベース作成のためのデータ作成、データ入
力のシステムを構築し、プロトタイプのデータベースを作成した。具体的には、PC
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（Windows）上のOracle8iデータベースに、課題一覧情報、2次元電気泳動像、各スポット
情報、部分アミノ酸配列情報及びホモロジー検索情報、実験者情報を入力し、Web画面を
作成した。また一部のアミノ酸配列情報についてはホモロジー検索を実施し、その結果を
表示した。

（２）タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

①酵素・機能性タンパク質など生物学的に重要なタンパク質のＸ線解析法による立体構造
の解明とタンパク工学的手法による機能の解析
中等度好熱菌α－アミラーゼのX線解析を行い、2.0Å分解能の立体構造を解明した。この

、 。データを基にした蛋白工学的手法により さらに熱安定性の高い変異体の作製に成功した
一方、放線菌由来キシラナーゼについては、基質との複合体のX線解析により、基質の基
質結合ドメインへの結合様式を明らかにした。蛇毒由来タンパク質について、bitiscetin
のＸ線解析を行い、VWFとの結合サイトを推定した。

②植物ウイルスのＸ線結晶学的研究
イネ萎縮ウイルス（RDV）について分解能3.5ÅのX線解析が終了し、側鎖を含めた構造の

、 。 （ ）全容が明らかになり 構造の精密化に着手した コックスフットモットルウイルス CfMV
については結晶を作製し、分解能4.0ÅまでのＸ線データを部分的に収集した。

③イネ構造ゲノム解明に向けての発現、精製、立体構造解析に関する研究
16種類のイネタンパク質の大量発現系の構築および精製法を検討し、8種類のタンパク質
について構造解析者にサンプルを提供することが可能な精製法を確立した。また、チオレ
ドキシン融合タンパク質として目的タンパク質を発現した場合、発現量が多くかつ可溶性
の状態で目的タンパク質が得られることが多いこと、大量発現用のベクター構築は人為差
や導入フラグメントのベクターへの導入のしやすさなどの違いから、効率に大きな差が出
ることを確認した。

④NMRを用いた光合成電子伝達系タンパク質複合体等の分子認識・機能発現機構の解明
光合成電子伝達系タンパク質フェレドキシン(Fd)単体とFd/フェレドキシンNADP+還元酵素
複合体のNMR解析を行い、複合体形成に伴うFdの構造変化を明らかにした。シロイヌナズ
ナのHis-Aspリン酸リレー情報伝達系のB型レスポンスレギュレータ（ARRs)に保存される
機能未知Bモチーフの立体構造を決定した。トポケミストリー解析からB型ARRは転写因子
であり、BモチーフがDNA認識ドメインであると推定した。ARR10-BのターゲットDNA配列を
同定し、推定した分子機能を実証した。

⑤物理化学的測定を用いた天然高分子集合体の形成機構の解明
天然タンパク質の希薄､濃厚溶液を乾燥すると､透明なフィルムが形成される。このフィル
ムの固体構造は乾燥温度によって異なり 乾燥温度が低い時にはクランクシャフト構造(α、
構造)になるが、高いと逆平行型β型になることを明らかにした。高温での構造形成にお
いては、天然タンパク質の溶液のクランクシャフト構造間で結合している水素結合が熱に
よって切断され､熱安定なβ構造に変化したことが推定された。

（３）計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発

①計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発
ステロイド受容体リガンド結合ドメインの配列を材料とし、立体構造情報を加味したマル
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チプルアラインメントをおこなった。配列上で80%以上保存されている残基は配列上既報
のモチーフの定義ではカバーできない範囲に分散して存在していた。立体構造及び生化学
的機能の相関の検討から、配列上保存されている残基はリガンド結合及びそれに共役する
構造変化に関与することが推定された。

（４）糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明

①糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明
DNAマイクロアレイによりスクリーニングした結果、キチン8量体エリシターに応答する遺
伝子として261種類を同定した。これらのうち30種類についてエリシター処理による発現
変化を確認し、全塩基配列を決定した。弱酸処理、傷害応答等に対する発現変化を解析し
たところ、各遺伝子によってそれぞれ異なる応答パターンを示した。3量体型Gタンパク質
欠損系統イネ培養細胞のエリシター応答は、正常型細胞と有意な差が認められなかった。

４） 植物における生命現象の分子機構の解明

ダイコン（C3植物）とアブラナ科 属植物（C3-C4中間植物）とのDiplotaxis
属間交雑植物を作出し、その葉内部構造や光合成・光呼吸特性を明らかにした。
トウモロコシC4光合成酵素PEPCを高発現する形質転換イネでは、明所での呼吸、
有機酸合成、アミノ酸合成が促進されることを明らかにするとともに、光合成
の機能制御に関わるタンパク質分解酵素の触媒機構を解明した。また、ジンク
フィンガー型制御遺伝子の一つがタペート層の発達制御に関与しており、コサ
プレッションにより雄性不稔となることが明らかになった。

（１）光合成器官形成に関与する遺伝子群の解析と光合成光利用効率制御機構の解明

①光合成光利用効率調節因子の同定と作用機作の解析
強光照射下での光化学系ⅡD1タンパク質の初期損傷産物の完全分解には少なくとも3種類
のプロテアーゼが関与すること、及び、新生D1タンパク質のプロセシングに関与するプロ
テアーゼは新種のセリン型プロテアーゼであることを明らかにした。好酸性光合成細菌の

、 、光合成色素 亜鉛を中心金属とするZn-BChl aの1H-及び13C-NMRシグナルの全帰属を行い
従来のバクテリオクロロフィルのシグナル帰属の誤りを修正し、マクロサイクル上の電子
密度と中心金属の関係を解析した。

②イネにおける光形態形成遺伝子が関与する光合成制御機構の解析
イネ光形態形成初期の遺伝子発現変動をマイクロアレイで解析し、ジンクフィンガー型転
写因子をコードする遺伝子が有意な発現変動を示すことを明らかにした。シロイヌナズナ
を用いてアクチベーションタギングラインより得られた胚軸の伸長が促進される系統につ
いて、CAPSマーカーを用いて変異形質のマッピングを行い、変異遺伝子は第5染色体上腕
部に位置することを明らかにした。

（２）物質固定・代謝及び転流・蓄積に関与する遺伝子群の解析とその制御機構の解明

①C3植物におけるC4光合成酵素の生理機能の解析
酸性土壌耐性の増強が明らかとなったトウモロコシC4光合成酵素PEPCを高発現する形質
転換イネを解析し、PEPCの高発現で光合成は変化しないものの明所での呼吸が促進される
こと、有機酸及びアミノ酸合成が促進されることを明らかにした。このことから、PEPCの
高発現でTCAサイクルが促進され、その結果窒素同化が促進される可能性が示された。ま
た、PEPCの高発現によりアルミニウム耐性が強化されることが明らかとなっているが、こ
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の効果は根からの有機酸分泌の促進とは異なるメカニズムによる可能性が示された。

②エレオカリスにおけるC3-C4光合成型の変換とそれに伴う光呼吸の制御機構の解析
陸上でC4型、水中でC3型を発現するエレオカリスでは、光呼吸鍵酵素グリシンデカルボキ
シラーゼの細胞特異的な発現パターンが、光合成型の変換に対応して陸上と水中の間で切
り換わることを見い出した。また、アブラナ科 属のC3-C4中間植物とダイコンDiplotaxis
(C3植物)から様々なゲノム構成をもつ交雑植物を作出して、C3型とC4型との中間的な葉内
部構造や光合成・光呼吸特性の遺伝性を解析し、それらの形質はゲノムの構成比に従い交
雑植物に遺伝することを明らかにした。

③イネにおける光合成産物の転流に関与する遺伝子群の単離とその機能解析
イネ9,000クローンcDNAアレイを用いた発現モニタリングにより、出穂期葉鞘において発
現量が変化する93遺伝子を選抜した。機能が未知の遺伝子の中から、葉鞘の生育ステージ
により発現量が変動する18個の遺伝子を見いだした。日本晴とカサラスのF1自殖後代系統
を用いて、イネの出穂前に蓄積する炭水化物含量並びに炭水化物総転流量に関与する遺伝
子座を位置づけた。Two-hybridスクリーニング法により未熟種子で特異的に発現するプロ
テインキナーゼOSK(α-subunit)と相互作用する分子を検索し、4種類のβ-subunitを単離
した。

（３）植物の形態形成を制御するジンクフィンガー型転写因子の機能解析とその利用

①植物の形態形成を制御するジンクフィンガー型転写因子の機能解析
ペチュニアから単離した花器官の形成制御に関与するジンクフィンガー型転写因子PhSUP1
（PetSPL1から名称変更）は、雄ずいの数および雌ずいの発達の制御に関与するアラビドプ
シスのSUPERMAN(SUP)遺伝子に構造上類似している。SUP変異体にPhSUP1のゲノムDNAを導
入したところ、表現型が相補された。トランスポゾンの挿入によってPhSUP1が変異した系
統では、SUP変異体に類似の表現型が見られたが、PhSUP1変異系統ではSUP変異体には見ら
れない葯の形成異常が認められ、PhSUP1が葯の形態形成にも関与していることが明らかに
なった。

②転写因子機能を利用した雄性及び雌性不稔誘導技術の開発
ジンクフィンガーモチーフを3個含む転写因子ZPT3-2の機能をコサプレッションによる遺
伝子発現抑制を利用して解析した結果、正常な場合には2～3層に発達するタペート層が1
層までしか発達しないことから、この転写因子がタペート層の発達制御に関与しているこ
とが明らかになった。その結果、花粉細胞のほとんどが死滅し、雄性不稔になることが明
らかになった。ZPT3-2遺伝子の転写物は減数分裂直後からタペート層に局在することが明
らかとなり、表現型との相関が認められた。

（４）原形質膜を介するオーキシン・情報伝達機構の解析

①原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析
オーキシン結合タンパク質の変異解析を行った結果、細胞分裂と細胞伸長の2種のオーキ
シン応答がそれぞれ異なるオーキシン受容体によって誘導されていることが示唆され、本
タンパク質が細胞伸長に関与する受容体成分である可能性を示す結果を得た。

５） 動物における生命現象の分子機構の解明

エレクトロポレーションによるニワトリ初期胚への外来遺伝子導入とその発
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現に成功し、特許を出願した。妊娠牛に電極を装着し胎子の心臓から発生する
電位変化の記録法を確立し、胎子心臓の自律神経活動変化を推測した。ヤマト
ヒメミミズの再生に関与する遺伝子の探索のため、再生断片と正常個体から
cDNAライブラリーを作成した。カイコ蛹化時に特異的に発現する遺伝子のホル
モンによる誘導条件を明らかにし、これらの遺伝子機能を推定するためのレポー
ターアッセイ系を確立した。また、乾燥状態で半永久休眠するネムリユスリカ
の室内継代飼育法の確立に成功するなど順調に進展している。

（１）生殖系列細胞等の発生分化機構の解明と発生工学的利用技術の開発

①マウスをモデル系としたES細胞等の増殖及び分化制御要因の解析
コラーゲンコートガーゼを用いた既存のマウスES細胞の培養において、コラーゲン分子に
架橋を形成させない場合のES細胞は、接着性が低く繊維上に伸展しないが、架橋を形成さ
せるとガーゼ繊維に強く接着し、繊維上にも増殖伸展した。浮遊培養した球状ES細胞を腎
皮膜下に移植して奇形種を形成させ、組織化学的な検索に取り組んだ。重症複合体免疫不
全動物を効率的に作出する方法を検討した。

②IGF-1レセプター遺伝子等の転写制御やシグナル伝達に関わる生理・形態形成関連遺伝子
の発現様式の解析
ほ乳類の発生に重要な役割を担う、IGF2、IGF2受容体(IGF2R)、インシュリン受容体(IR)
のブタにおける塩基配列の決定を試みた。IGF2のPCR産物は得られたが、塩基配列の決定
までには至らなかった。IGF2R、IRの部分配列は、ヒトなどとの高いホモロジーが得られ
た。ニワトリ胚盤葉細胞の培養では、基本培地を検討し、胚性の未分化な細胞マーカーで
ある抗体に陽性を示す細胞が、培養5日目でも多数得られた。

③ウシ等の培養細胞の遺伝子改変技術の確立と形質転換個体作出法の開発
アルギン酸ナトリウムを用いて豚核移植卵子を3段階に包埋し、仮親へ移植した場合卵子
の発生率が向上することを明らかにした。これらの発育した核移植卵子を回収し、新たな
仮親へ再度移植した結果、3頭の仮親から各1頭の体細胞クローン豚が誕生した。豚未成熟

、 、 。卵子は 48時間成熟培養を行うと活性化刺激を与えることによって 高率で活性化された

④ウシ胎盤細胞の分化増殖及び再構築要因の解析
SV40 T遺伝子を導入したウシ胚盤胞由来栄養膜細胞の培養を継続すると、巨核化した細胞
が認められたが、増殖性は向上せず、不死化細胞系の確立はできなかった。ウシ胎盤由来
BT-1細胞を用いて分化誘導を検討した結果、cytokeratin、E-cadherin、interferon-t陽
性、PL陰性のウシ栄養膜細胞の特性を維持し、単層の単核上皮細胞によって形成される多
細胞性球状小胞を培地中に放出した。 で発現する二核細胞は、 におけin vitro in vivo
る二核細胞と同様に高いDNA量を持ち、PLを産生した。

（２）動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

①脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明
ウシ胎児及び成牛から合計17株の不死化細胞株を樹立するとともに、コラーゲン薄膜を利
用して上皮間充織相互作用の解析に優れた三次元培養システムを開発した。ウシ筋肉内脂
肪前駆（BIP）細胞の脂肪細胞分化に関して、カベオリン-1の発現が関与することを確認
した。BIP細胞由来クローン牛を作出した。細胞譜系を制御できる培養系を開発するため
に、動物組織切片を動物細胞の培養担体に応用してその有用性を検証した。
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②発育、成熟等に関与する因子の探索及び同定
肝増殖作用を有する金属イオンのコレステロール代謝関連酵素遺伝子発現への影響を解析
し、合成系酵素遺伝子の発現は上昇し、異化酵素遺伝子発現は低下することを明らかにし
た。ブタ摂食行動・肥満関連遺伝子を明らかにするため、OX1LR、OX2R、BRSの3つ遺伝子
のBACクローンを分離し、これら遺伝子の塩基配列を明らかにした。細胞内情報伝達因子
であるSmadIのスクリーニングを行い、cDNAを単離した。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び繁殖中枢調節機構の解明

①ウシ、ブタの脳定位固定装置等の開発及び大脳皮質並びに視床下部調節機能の解析
push-pull法を用いて、ウシ視床下部内のソマトスタチン濃度変化を測定できることを明
らかにした。匂いによる脳全体の活動変化の有無を検証するため、匂い刺激によるブタの
大脳電気活動変化を測定し、匂いが特定の狭い周波数帯域で脳波に影響を及ぼすことが
示唆された。卵丘細胞由来クローン胎子を妊娠したホルスタイン雌牛において、心電位R
波の出現間隔を解析し、胎子の心臓自律神経活動の律動性を求めた。

②反芻動物の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調節に関わる神経伝達物質および末梢性
因子解明
シバヤギにおける短期間の絶食負荷実験系を用いて、末梢血中の酢酸及びインスリン濃度
は視床下部からの性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）のパルス状分泌活動の動きと比
例して、NEFAおよびケトン体濃度は逆に反比例して変動することを明らかにした。また、
フェロモン情報をGnRH分泌調節機構に伝える神経伝達物質の解析を行い有力な候補分子を
見出した。

（４）ヒメミミズ等の発生分化、カイコの脱皮変態等に関わる主要な遺伝子の単離と機能解明

①ヒメミミズ等の発生分化及びカイコの生殖系列形成体等に関わる主要遺伝子の単離と遺伝
子機能解析系の構築
ヤマトヒメミミズとミサカヒメミミズの再生過程を比較解析し、それぞれの再生断片と正
常個体からcDNAライブラリーを作成した。キメラ遺伝子を含むカイコ形質転換ベクターの

。 、 、作出を完了した 単離したカブラハバチdsxホモログには 既知のdsx相同遺伝子と同様に
非常に保存性の高いDNA結合領域が存在した。単一コピー遺伝子のカブラハバチ卵黄タン
パク質遺伝子を、分裂中期染色体上にマップすることに成功し、単離した遺伝子を染色体
上に物理的にマップすることが可能となった。

②カイコの脱皮・変態時にホルモン活性物質により発現が誘導される主要遺伝子・タンパ
ク質の単離とその機能解明
JH（幼若ホルモン）生合成に関与するファーネシルピロリン酸合成酵素およびJH分解酵素
エポキシドヒドラーゼのカイコcDNAをクローニングした。活性型脱皮ホルモン(20E)で脱
皮を誘導したカイコにcAMP等を注射した結果から新生細胞の増殖・分化はcAMPをセカンド
メッセンジャーとした信号伝達系によって誘導されることが示唆された。カイコ蛹化特異
的遺伝子mRNA発現はJH濃度が低い状態で20E（20ヒドロキシエクダイソン）濃度が上昇す
ることにより誘導された。前部絹糸腺を用いたレポーター・アッセイ系を構築した。

③カイコにおける真皮細胞の増殖調節機構の解明並びに斑紋等の組織形成に関わるタンパ
ク質の同定
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カイコ4齢期における真皮細胞のDNA合成および有糸分裂の頻度を免疫染色によって調べた
結果、DNA合成、有糸分裂ともに齢の中期に最大となった。また、気門周辺の剛毛付近に
新生細胞と考えられる細胞が認められ、真皮細胞増殖に関与していると推測された。

（５）フィブロイン遺伝子、尿酸合成等に関わる生理機能に関係する遺伝子等の単離とその機能及

び多様性の解析

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析
カイコの間性突然変異系統について、生殖器、腹部体節数等の形態的特徴を明らかにし、
交配実験により雌となるべきZW個体が間性化することを推定した。新規突然変異系統「濃
ひので」について、形態形質の特徴を明らかにするとともに、遺伝解析により優性の突然
変異形質であることを明らかにし、遺伝子の連関群及び座位を決定した。

②フィブロイン遺伝子、カルボキシエステラーゼ遺伝子等に着目した昆虫生理機能関連遺
伝子の単離と分子進化学的解析
カイコとクワコのミトコンドリア全ゲノムの一次構造の比較を行い、両種間に大きな分化
の生じていることを明らかにした。昆虫集団の遺伝的多様性について昆虫4目86種568系統
を収集し、重要な農業害虫のゲノムライブラリー作成、集団同定に有用と思われるクロー
ンの単離等を進めた。その情報をもとにSSCPやAFLP等による昆虫種や集団の識別・同定法
の検討を行うとともに、果樹等の重要害虫であるミバエ類を対象にDNA構造及び分子系統
解析を行った。

③尿酸合成やエクジステロイド受容機構等に関わる分子の単離と発現制御機構の解明
キサンチン脱水素酵素活性を欠くカイコ突然変異体ogに関連して、カイコゲノムからキサ
ンチン脱水素酵素の活性化に必須であるモリブデン補酵素生合成系遺伝子群のホモログを
探索し、ショウジョウバエと相同性を持つcDNA断片2種類を得た。遺伝解析の結果、その
うちの一つがogと同一遺伝子座にあると推定された。ショウジョウバエを用いてエクダイ
ソンレセプターEcRのドミナントネガティブ体を作製した。その機能異常解析及び機能回
復実験から関与するEcRアイソフォームを特定し、その機能の発現機構の解析を進めた。

（６）昆虫の触角葉等における匂い情報の伝達・処理機構及び感覚子特異的分子等に着目した味

覚受容伝達系の解明

①昆虫の触角葉及びキノコ体における匂い情報の伝達・処理機構の解明
匂い刺激に対する糸球体群の空間的応答と、細胞内記録法による単一神経細胞の同定と電
気的応答とを同時に記録する方法を検討し、空間的な糸球体応答と単一神経細胞応答の同
時記録が可能であることを示した。

②カイコ等の味覚応答の解明と感覚子特異的分子等に着目した味覚受容伝達系の解明
アゲハ類の前肢ふ節の長短2タイプの味覚感覚子の分布と数について、種、性、個体によ
る変異を明らかにした。カイコやアゲハ幼虫の口器、アゲハ成虫の口吻と前肢ふ節の味覚
感覚子からの電気的応答を生きたまま記録する装置を作製し、長時間安定して記録を行う
ことが可能となった。対角線電気泳動を行い、アゲハ類の感覚器官に特異的なタンパク質
スポットを検出した。ニクバエ唇弁付近でのみ発現しているレクチン様遺伝子の発現組織
の組織学的観察を行った。

（７）ペプチド等の化学物質の生理機能に着目したバッタ等の体色制御機構、甲虫等の休眠等の解



- 20 -

明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明

①ペプチド等化学物質の生理的役割に着目したバッタ等の体色制御機構および甲虫等の休
眠・繁殖・耐寒性等の解明
トノサマバッタの体色と飼育温度との関係について検討し、温度が体色に影響することを
確認した。チャバネアオカメムシの卵吸収に伴う卵巣や卵黄顆粒の変化について抗血清等
を用いて組織化学的に追跡し、卵吸収過程におけるろ胞細胞の関与の可能性を示した。ブ

、 、 、タクサハムシの交尾・繁殖戦略について検討し 野外における越冬状況 雌雄の越冬能力
越冬後の再交尾の繁殖への影響について明らかにした。ドウガネブイブイの脳には休眠を
覚醒する働きのあることが示唆された。ネムリユスリカの室内継代飼育法を確立した。

②カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明
フィブロイン合成能が欠損した突然変異蚕における排泄窒素化合物の含量やグルタミン代
謝に関与する酵素の活性を検討し、尿酸の排泄が多く、それは尿酸の合成に関与する酵素
活性が高いことに起因することを明らかにした。中腸の可溶型トレハラーゼの糖鎖構造に
ついて検討し、高マンノース型糖鎖が付加されていることを推定した。エリサンのステロ
ールの栄養要求量がカイコに比べて著しく低いという特徴を明らかにした。

６） 環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

ニチニチソウから単離したシアン耐性呼吸・末端酸化酵素の遺伝子は、ストレ
ス応答に伴う細胞質酸性化と遺伝子発現機構のモデル系として有用であること、
また、イネからクローニングしたクロライドチャンネル遺伝子産物は、液胞膜
と液胞前駆体と推定される小胞膜に局在することを明らかにした。昆虫の抗菌
性タンパク質の発現を誘導する転写因子Relファミリー遺伝子をカイコで単離・
機能解析を行うとともに、カイコ消化液より抗ウイルス活性を持つタンパク質
を精製し、遺伝子を単離した。シロアリ等から新規セルラーゼ遺伝子を単離し、
遺伝子改変によりセルラーゼ機能を強化するための選抜系を確立した。また、
主たるTNF産生細胞の一つであるミクログリアを正常及びTNF欠損マウスの脳よ
り分離し培養細胞株を樹立するとともに、ニューロン細胞死に対するサイトカ
インの役割解明のためのニューロン/ミクログリア共培養系を確立するなど順調
に進展している。

（１）環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

①塩ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析
イネ「日本晴」よりクロライドチャンネル遺伝子のホモログOsCLC-1, OsCLC-2をクローニ
ングした。Green Fluorescent Protein (GFP)遺伝子を連結したこれら遺伝子を、タバコ
培養細胞およびイネに導入し、共焦点レーザー蛍光顕微鏡により観察した結果、OsCLC-1
および-2は液胞膜に局在することが明らかになった。また、ショ糖密度勾配遠心により膜
成分を分画した結果、OsCLCは液胞膜に局在した。高塩濃度下における液胞へのNaClの蓄
積に働くものと推定した。

②環境・病傷害ストレスによる植物細胞の二次代謝誘導とシアン耐性呼吸の役割の解明
単離したalternative oxidase遺伝子の上流領域は、トランジェントアッセイで対照プロ
モーターより強い活性を示した。リン酸吸収時の細胞質酸性化とシアン耐性呼吸の関係を
NMRで解析し、シアン耐性呼吸の細胞質pH調節機構への関与が示唆された。サツマイモ根
組織が黒斑病菌に感染したときにみられる著しいシアン耐性呼吸の増加はイポメアマロン
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やクロロゲン酸の合成・蓄積と平行しており、これら二次代謝産物生合成の副産物である
多量の還元力を消費する役割を担っていることを明らかにした。

（２）イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析

①イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析
マイクロアレイを用いてphyAのみを特異的に活性化するとされる遠赤色光（FR）照射後の
遺伝子発現プロファイルを検討した。正常型では200個程度の遺伝子の発現がFRによって2
倍以上に誘導され、そのうち80個がphyA特異的なシグナル伝達によることが明らかとなっ
た。FR照射直後に一過的に誘導されるもののほとんどがphyA突然変異体でも誘導され、
phyAを介さない反応によるものであったが、照射4時間後まで発現が増加するものの大部
分はphyAからのシグナルによることが明らかになった。

（３）植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

①植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析
イネのいもち病抵抗性遺伝子Pi-bのように、単一の抵抗性遺伝子がゲノム上にある場合、
その遺伝子が多様な病原体に対して適応するには、何らかの遺伝子の多様化機構が必要と
考えられる。Pi-bの周辺では通常のゲノム領域の数十倍にのぼるゲノム変動が起きている

、 。 、事が示され 1から数塩基レベルでの変動の集積によるものであることが示された また
シロイヌナズナの数個の、クラスターを成さない単一遺伝子からなる抵抗性遺伝子におい
て、多くは遺伝子近傍での変動が認められたが、変動の少ないものも存在した。

（４）共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

①共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析
根粒特異的な3種類のジンクフィンガー型転写調節因子について、プロモータGUSを導入し
た形質転換ミヤコグサの解析により、これらの遺伝子の発現が根粒感染細胞に特異的であ
ることを明らかにした。これらの遺伝子を異所発現させた形質転換植物を作成し、その解
析に着手した。ダイズ根粒のウリカーゼ遺伝子について、根粒非感染細胞特異的な発現に
関与する 領域を特定するとともに、ゲルシフトアッセイによって、根粒核抽出タンパcis
ク質にこの領域と特異的に相互作用する因子が存在することを確認した。

（５）マメ科モデル植物ミヤコグサにおける共生関連遺伝子の単離と遺伝子タギング系の開発

①ミヤコグサにおけるNodファクター応答の解析
ミヤコグサ根粒菌 JRL501(MAFF303099)株の生産するNodファクターの全構造を決定M.loti
した。これらの混合物およびHPLCによって精製した各画分を用いたバイオアッセイによっ
て、ミヤコグサに対する生物活性には非還元末端のアセチルフコースが必須であることを
明らかにした。根毛の変形を指標として精製Nodファクターに対するいくつかの根粒形成
ミュータントの応答を調べ、根粒形成初期におけるそれぞれの変異遺伝子の位置づけを行
った。

②ミヤコグサcDNAアレイの構築と、根粒形成における発現遺伝子のプロファイリング
ミヤコグサESTおよそ68,000クローンから、重複を省いた約19,000クローンを選抜し、ナ
イロンメンブレンを用いたマクロアレイを構築した。これを用いて、根粒菌感染に伴う遺
伝子発現変動の網羅的解析を行い、感染から共生窒素固定根粒形成に至るプロセスで有意
に発現が増大する合計1,055の遺伝子を見いだした。感染初期と、根粒原基形成後では発
現遺伝子のプロファイルは大きく異なっており、感染初期に発現する遺伝子の多くは一過
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的であった。

（６）効率的な超微量分析法の開発に着目したカメムシ等の行動解発因の解明と、植食性昆虫に対

する有害物質の検定系の確立

①効率的な超微量分析法の開発に着目したアリ類や捕食性カメムシ等の行動解発因の解明
ハリクチブトカメムシの雄成虫臭腺分泌物を抽出し、揮発性化学物質を成分別に単離し、

。 、 。化学成分を明らかにした カミキリムシのフェロモン成分を分離し 化学構造を決定した
サトウキビ害虫であるリュウキュウクロコガネ雄に対する交尾行動を解発する活性物質を
同定した。クロヤマアリの巣仲間の認識等に係わる体表炭化水素における多型の国内分布
を明らかにした。

②植食昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確立と検索
各種植物に含まれる毒成分について、エリサン幼虫を用いたバイオアッセイを行い、25種
の植物にエリサンに対する顕著な毒性ないし成長阻害活性を認めた。特に、ヒメシダ（オ
シダ科）はきわめて強い活性を持つことを明らかにした。ツマグロヨコバイの唾液中に含
まれるラッカーゼ様フェノールオキシダーゼについて解析を進め、分子量、等電点等の特
性を明らかにし、漿液性唾液として摂食時に吐出されることを推定した。

（７）トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析と昆虫・植物循環細菌

等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

①トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析
トビイロウンカcDNAのライブラリーを構築、末端塩基配列を決定した。ヒメトビウンカの
ウォルバキア感染によって発現量が変化する遺伝子を発見した。シロアリ等からの新規セ
ルラーゼcDNA分離に成功し、遺伝子改変セルラーゼ選抜系を確立した。昆虫 RNAウイルス
の翻訳開始機構について、チャバネアオカメムシ腸管ウイルス-IRES高次構造の機能が、
類縁ウイルスに適用できることを明らかにした。エンテロバクターの腸内定着因子につい
て、機能変異株を作製し、関連DNA領域のクローニングを進めた。

②昆虫腸内細菌に着目した昆虫・植物循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明
低密度のファイトプラズマを検出する手法として二段階LongPCRが有効であることを明ら
かにし、これまで不明であったファイトプラズマの非宿主昆虫、植物への低密度感染の実
態を調査した。その結果、クワ萎縮病ファイトプラズマの感染が罹病クワを吸汁するいく
つかの昆虫で認められ、特に、ヒシモンモドキによりシュンギクに低率ながら伝播するこ
とが明らかになった。さらに、タマネギ黄萎病病原の非宿主とされている数種の昆虫およ
び植物における低密度感染、伝播が確認された。

（８）昆虫病原微生物および植物病原微生物に由来する生理活性物質等に着目した感染機構及び

植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

①昆虫ポックスウイルスのスピンドル等の機能と感染要因の解明
昆虫ポックスウイルス産生スピンドルが自身の感染増進機能を持つことを明らかにした。
殺虫性の芽胞細菌であるBt菌の2種類のCry1Aa型δ-内毒素に対するカイコ品種間の反応は
類似し、抵抗性に数十倍の差異が認められた。Cry1Ab型毒素抵抗性遺伝子の一つは、分子
遺伝子地図の第15連関群上に位置した。タンパク質の電気泳動によって、 属菌Beauveria
株の識別が可能であった。 に対するカイコの抵抗性は50倍以上の品種間B.brongniartii
差異があった。 等で垂直伝搬の生じることを明らかにした。Nozema bombycis
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（トリパノゾーマ科）のシスト形成が促進される培養条件を見いだした。Leptomonas sp.

②植物病原微生物に由来する生理活性物質に着目した、植物－病原微生物－昆虫の相互作
用の解明
クワ暗斑病菌 の二次代謝産物ミロトキシンＢは多くの植物の葉に褐Myrothecium roridum
変をひきおこし、他の糸状菌等に抗菌活性を示すことが知られているが、この毒素をカイ
コ、キボシカミキリ、マウスに経口投与すると発育遅延ないし死亡をひきおこし、酵母に
対しても強い抗菌活性を示すことを明らかにした。

（９）免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単離と機能解明及び生体防御機構解析のため

のインビトロ培養細胞系の開発

①正常及び遺伝子改変マウスを用いた免疫系の機能解析
カスパーゼ-1ノックアウトマウスを用いた炎症誘導および感染実験から、カスパーゼ-1に
より活性化されるインターロイキン-18が好中球およびナチュラルキラー細胞の成熟・活
性化を通して感染防御に働いていることを明らかにした。また、免疫寛容誘導機構に活用
しうる抑制性T細胞の 培養系を新たに開発し、正常マウスおよびインターフェロin vitro
ン-γノックアウトマウスにおける経口免疫寛容と破綻について解析した。

②免疫系細胞の新規遺伝子の単離と培養系における機能解析
マウスニューロンとミクログリア共培養系及びc-myc遺伝子導入により正常およびTNF欠

損ミクログリア細胞株を樹立した。活性化ミクログリアの炎症性サイトカインの発現およ
び消化管由来T細胞株の遺伝子発現を解析した。造血幹細胞に発現しているCD34抗原を免
疫源として調整した。抗原提示に関与するウシ主要組織適合抗原複合体のDRB3遺伝子の多
型を種々の和牛集団において解析した。

（１０）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

①カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明
昆虫の自然免疫系の遺伝子は転写因子Relファミリーによって転写発現誘導される。カイ
コのRelAおよびRelB遺伝子をクローニングし、機能解析を行った。カイコの抗菌タンパク
質セクロピンがカイコの皮膚形成や脱皮に関与することが示唆された。タイワンカブトム
シ由来抗菌タンパク質ディフェンシンを化学合成し、プロテインデザインにより天然と同
等の生物活性を有するディフェンシンを得た。カイコの消化液より抗ウイルスタンパク質
を見いだし、精製を行い、遺伝子を単離した。

B 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発

１） 遺伝子組換えによる機能性作物等の開発

開発した形質転換イネ作出法を用いて、ジベレリン代謝系の2β水酸化酵素遺
伝子を茎葉で強く発現させる形質転換イネを作出し、その特性調査を実施した。
この形質転換イネは、草型制御による生産性の向上に寄与するものと期待され
る。また、糖尿病や花粉症の予防等を目的とした遺伝子組換えイネそれぞれ30
系統以上を作成し、機能の解析を進めている。

（１）C4光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上

①C4光合成機能の利用による植物の光合成機能の改良の試み
トウモロコシC4型PEPCを高発現する形質転換イネとトウモロコシC4型PPDKを高発現するイ
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ネを交配し、両形質を併せ持つ形質転換イネを作出した。イネCabプロモーター下流にト
ウモロコシC4型NADP-ME cDNAを連結したキメラ遺伝子を作成し、これをPEPC＋PPDK高発現
イネホモ系統に導入した。トウモロコシPPDK遺伝子を導入した形質転換イネにおいて、ア
グロバクテリウム法で導入した遺伝子は、イントロンを含むゲノム遺伝子、cDNAともに、
高頻度で再配列を受けることを明らかにするなど順調に進展している。

②植物の草型制御技術の開発
ブラシノライド受容体遺伝子をアクチンプロモーターに連結したベクターを用いて 「ど、
んとこい」への遺伝子導入を行った。形質転換イネは、導入遺伝子の効果により葉が直立

、 、 、 、 、する傾向があり また 種子の粒形がやや細長く 小さくなり 短稈を示す系統が多い等
ブラシノライド関連遺伝子の変異特有の形態が見られた。アクチンプロモーターを用いた
ため、直立葉以外の形質に変異を生じたものと考えられ、新たな茎伸長時特異的に発現す
るプロモーターの単離を行った。

（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性、ストレス耐性個体の作出

①病害抵抗性関連遺伝子の探索
キチンエリシターによって発現が誘導されるカルスの遺伝子群のうち、21種類について幼
苗におけるいもち病菌接種後の発現動向を分析した結果、13遺伝子の発現量が感染に伴っ
て上昇した。複数の病気に対して元品種とは異なる反応を示す形質転換イネにおける遺伝
子発現をマイクロアレイで解析した結果、7遺伝子の発現が非形質転換イネと比較して3倍

。 、以上増加した キチナーゼ過剰発現イネ系統の隔離圃場におけるいもち病抵抗性について
感染初期には抵抗性であるが感染2週間以後は発病抑制効果が十分でないことが明らかに
なった。

②PEPC遺伝子を用いた酸性土壌耐性ダイズ及びムギ類の作出
オオムギへのPEPC遺伝子の導入のために2,100個の未熟胚を処理し、ハイグロマイシン耐
性の植物体を60個体得た。そのうち35個体については目的遺伝子の存在を確認した。ダイ
ズでは遺伝子導入した外植片は、抗生物質による選抜をかけずに不定芽を誘導し、これま
でに約70個体の幼植物を誘導した。再分化個体についてGUSによる遺伝子導入を調査した
結果、一部の葉でGUS活性が見られたが、同一個体内でもGUS活性に差異が見られ、高いキ
メラ性が示された。

③環境ストレス耐性機能を強化した組換え個体の開発
傷害に対して発現応答するペチュニアのジンクフィンガー型転写因子ZPT2-3遺伝子のプロ
モーター領域をLUCレポーター遺伝子につないでペチュニアに再導入し、ストレスにより
誘導されるLUC活性を測定した。ZPT2-3プロモーターの活性は傷害、低温ストレスで強く
誘導されたが、乾燥ストレスでは殆ど誘導されなかった。特に、傷害ストレスによって、
localな応答に加えてsystemicな応答が見られた。CaMV 35SプロモーターにZPT2-3をつな
いでペチュニアに導入し、ZPT2-3が高発現している形質転換体を4系統得た。

（３） 遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

①遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出
1個のgluten exorphinA5をコレステロール値低下作用を示すダイズグリシニンA1aB1bの塩
基性サブユニットのC末端可変領域に挿入したコンストラクトと2個のexorphinA5ペプチド
を酸性サブユニットのC末端の可変領域に挿入したコンストラクトを構築し、胚乳特異的
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プロモーターの制御下で発現させた形質転換イネをそれぞれ30系統以上作出し、クマーシ
ー染色でバンドとして検出できる程度発現している系統をそれぞれのコンストラクトから
作出した。

２） 新たなDNAマーカーの開発

イネ遺伝子置換系統を用いて、出穂等の量的形質に関与する遺伝子を単離し、
特許を出願した。また、ブタ椎骨数QTL領域内に22個のマイクロサテライトマー
カーを開発するなど順調に進展している。

（１）DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

①DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発
ササニシキとハバタキの雑種後代を用いて、穂長や着粒数に関与するQTLを見出した。さ
らに、第1染色体の着粒数に関与するQTL、qSN-1を単一遺伝子座としてマッピングした。
第5染色体の穂長に関与するQTLの存在を再確認した。コシヒカリに の染色体断Kasalath
片を置換した系統群の作出を完成した。

（２）ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

①ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発
ブタの肉質等のQTL解析のため、5つのブタ実験家系において、椎骨数QTL領域近傍にある
新たな21個のマイクロサテライトマーカーについて多型調査を行ない、多型の存在したも
のについてはF2個体のジェノタイピングを行った。このQTL領域内にさらに22個のマイク
ロサテライトを開発した。統合解析のために、多型の無いマイクロサテライトマーカーを
補完する目的で、その近傍のSNPをBACクローンより検索し、アジア系と西洋系のブタにお
いては1SNP/約300bpの頻度で検出した。

（３）カイコの絹の高品質化等に関連するDNAマーカーの開発

①カイコ耐病性関連DNAマーカーの開発
連関検索を効率的に行うために開発したスキャニング連鎖解析法を用いて、BT毒素Cry1Ab
抵抗性遺伝子座および広食性遺伝子座の分子マーカーによるマッピングを行い、座乗連関
群がそれぞれ、第15および第9連関群であることを明らかにした。

３） 放射線利用技術の開発

日本原子力研究所との共同により、イオンビーム照射による突然変異体作出
技術を開発した。また、すでに作出した低タンパク質米の腎臓病患者の食事療
法用主食としての評価を継続している。

（１）各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応及び変異率の比較
ダッタンソバに各種イオンビームを照射した結果、変異誘発効果を有することが確認され
たが、線種により線量反応、変異の種類および変異率が異なった。普通ソバにγ線を照射
した結果、感受性は貯蔵条件あるいは水分条件により変化することが認められたが、γ線
の間接作用としての抗酸化能に対する影響は認められなかった。サトウキビの多芽体にγ
線照射をした結果、線量の増大に伴ない核DNA量が減少した。無毛変異の出現率は200Gyの
照射で急激に高くなり、無毛変異体の核DNA量は原品種よりも少なかった。
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②効率的な突然変異誘発技術の開発
キクの葉片に対して、再分化率が約80%以上となる線量では炭素イオンビーム照射の効果
が高く、それ以下ではγ線照射の効果が高い傾向があった。またヘリウムイオンでは両者
に比べて変異誘発効果は低かった。パインアップルのカルスへのγ線の急照射では、変異
誘発には50～100Gyが有効であった。イネについてヘリウムイオンの半数致死線量は80Gy
程度、γ線では250Gy程度であった。炭素イオンでは反復誤差が大きかったが、種子稔性
と生存率との関係において、概ね相関が認められた。

（２）木本性作物の耐病性に着目した突然変異体の誘発・選抜技術の開発と新規素材の作出

①木本性作物の耐病性突然変異体の誘発・選抜技術の開発と素材作出
リンゴ品種「印度」の斑点落葉病耐病性突然変異体は、原品種より耐病性が高く果実形質
に大きな差は無かった。ナシ黒斑病毒素の簡易安定的な作成法及びナシのモデル品種苗木
へのγ線急照射条件の検討を行った。チャ炭疽病抵抗性変異体を選抜するための各プロセ
スに適した分生胞子濃度を確定した。γ線緩照射中のチャ個体群について抵抗性検定行っ
た 「ゴールド二十世紀」へのγ線再照射で得られた高レベル黒斑病耐病性突然変異は明。
らかに強い耐病性を示し、果実形質には大きな差は認められなかった。

②誘発突然変異と形質転換を利用した育種・機能解析素材作出法の開発
ニホンナシとリンゴでイオンビーム照射に対する反応の基礎的知見を得た。リンゴ再分化
培養系を改良した。ナシ等難培養性果樹の再分化系の開発に着手した。チャの芽に対する
イオンビ－ム照射の好適条件と、木化根の不定芽形成におけるγ線照射の好適条件及びホ
ルモン添加の影響の概要を把握した。チャ変異体「無毛茸系統」の特性を解析した 「ふ。
じ」低樹高突然変異体のマルバ台接木2年目の生育特性を明らかにし、各種変異原処理個
体の育成及び低樹高突然変異体のスクリーニングを行った。

（３）イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析

①グルテリン突然変異体の原因遺伝子の単離と機能解析
Lgc1は第2染色体上のグルテリン構造遺伝子の機能喪失による変異と強連鎖することが明
らかになった。Lgc1のRNAiには2種類のsiRNAが検出され、これには2重鎖RNAの形成が関与
していると考えられた。アレルギー患者血清と非常に強い反応を示した30kDaのタンパク
質のN末端および内部アミノ酸配列から、このタンパク質をコードする遺伝子を明らかに
した。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開発及び単離
低アミロース突然変異系統を用いて登熟気温に対するアミロース含量の温度反応の解析を
行い、育種素材として有用と考えられる温度反応のゆるやかな系統を見いだした。低グル
テリンかつ26kDa欠失のダブルミュータントを用いてこれに低アミロースと直播適性を付
与した系統を育成した。ダブルミュータントは可消化性タンパク質の少ない実質的な低タ
ンパク質米であることから腎臓病患者の食事療法用主食として評価を継続している。

C 新産業の創出を目指した研究

１） 有用物質生産技術の開発

血圧降下作用を有する生理活性ペプチド、オボキニン遺伝子を導入したイネ
を作出した。また、経口感染促進剤の人工飼料への添加により組換え体ウイル
スを効率的に経口感染させる方法を確立し、カイコでヒト血清アルブミンを生
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産するシステムを開発するなど順調に進展している。

（１）生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出

①生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出
ovokininⅢ誘導体挿入グリシニンに5'非翻訳領域を完全に含むグルテリンプロモーターを
繋いだ後、pGTV35SHPTのバイナリーベクターに導入し、アグロバクテリウムEH105を介し
てイネに遺伝子導入を行った。可変領域にovokininⅢ誘導体を挿入したダイズグリシニン
は、劇的に集積レベルが低下した。別の機能性ペプチドを同じ部位に挿入した時より集積
レベルが低下していることから、集積レベルは挿入する部位より挿入配列に依存している
と推定された。

（２）遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築と、効率的周年人工飼料育のためのクワ系

統の素材化

①遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築
有用物質生産の目的でカイコにウイルスを接種して4～5日経過したカイコとその残渣、糞
等とを自動的に分別、回収する回転型カイコ回収装置を開発し、分別機能を検証した。組
換えウイルスのカイコへの経口感染促進剤の人工飼料への添加濃度とカイコのウイルス感
染について検討し、感染率の高い条件を見出した。NVP経口感染方法を取り入れたカイコ
幼虫で組換えヒト血清アルブミンを発現させるシステムを開発した。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化
人工飼料添加用のクワ系統の育成を行うため、11組み合わせの交配を行い、3,137本の実
生を養成した。系統選抜試験に供試する12個体と系統適応性検定試験に供試予定の機械収
穫適性が高いとみられる1系統を選出した。

２） 生体機能模倣技術の開発

ニクバエの味覚組織から抽出した味覚受容体を包埋したリン脂質膜がセンサー
として機能することを確認した。また、昆虫の神経応答の計測に適用するため、
微小な金属・酸化物・半導体電界効果トランジスタを試作するなど順調に進展
している。

（１）化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

①化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発
ニクバエの味覚組織である唇弁組織抽出物を含有したリン脂質膜を金蒸着プラズモンチッ
プに固定化して塩刺激をしたところ応答が得られ、抽出液に塩受容体が含まれていること
が確認された。細胞認識に関与している糖β-ガラクトース残基を共有結合的にフィブロ

、 。インに導入することによって(LacCYSF) 肝細胞の接着量が増加することを明らかにした

（２）微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

①微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発
音響式体積計によるカイコ幼虫体積測定は迅速に行えるが、メスシリンダーによる水中測
定法にくらべ若干小さい値になった。前年度までに開発したカイコから自動で体液を採取
するシステムについて、カイコ把持器の性能向上、カイコの供給能力の向上等を図った。
筋電位測定のための2チャンネル小型無線機の回路を改良し、2チャンネル間の混信を防止
した。昆虫の筋電位等を記録する微小電極として、MOSFET（金属・酸化物・半導体電界効
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果トランジスタ）を作製した。

３） 生物機能の改変による新規用途生物の開発

日本産ヒメハナカメムシ5種について、マルチプレックスPCR法による迅速な
同定技術を開発した。また、動物由来の薬物代謝遺伝子を導入した組換えイネ
を作出し、このイネが除草剤等の環境負荷物質を吸収・分解することを確認す
るなど順調に進展している。

（１）ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立
タイリクヒメハナカメムシについて、沖縄産と福島産の系統には、短日処理による休眠率

。 、に大きな差異のあることを明らかにした 日本に分布するヒメハナカメムシ5種について
マルチプレックスPCR法を用いた簡便な識別法を確立した。ケナガカブリダニ8系統につい
てRAPDを検出、プライマーを選定し、そのバンドパターンと実測データの解析から、産卵
数と産卵期間は異なる遺伝子群に支配されていることが示唆された。この方法で有用形質
にリンクしたマーカーを作製できると考えられた。

（２）環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出

①環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出
、薬物代謝型P450遺伝子の一分子種であるCYP1A1を発現したバレイショ二倍性半数体9系統

CYP2B6を発現したバレイショ二倍性半数体9系統を得た。これらの系統はそれぞれのP450
分子種が代謝する除草剤に対して抵抗性を示した。また、すでに作出したP450遺伝子導入
イネ形質転換体より得たR1種子について、P450分子種が代謝すると推定される除草剤を含
む培地上で発芽テストを行い、除草剤耐性が付与されたことを確認した。さらに、CYP2B6

、 。発現イネでは 非形質転換体に比べてより速く除草剤メトラクロールの減少が観察された

４） 新素材及び新蚕糸技術の開発

絹の超微粉末を化学繊維の表面にコーティングし、絹と化学繊維の双方の長
所を持つ新素材を製造する技術を開発した。また、繭糸タンパク質セリシンが
いくつかの機能性を持つことを明らかにし、セリシンのみを多量に生産する蚕
品種を育成し、特許を出願するなど順調に進展している。

(１)セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発及び飼育技術の開発

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成及び飼育技術の開発
優性3眠蚕と細繊度４眠蚕の交雑種を極細繊度繭糸の2眠蚕へ誘導した。セリシン蚕につい
て、セリシン生産量を増加させるための交雑法を開発し、効率的な上蔟方法とその装置化

。 、 。等を検討した 桑生育状況を調査し 桑枝条伸長に対する温度と日長との関係を解析した
広食性蚕のDNAレベルでの系統評価の基礎的研究を実施した。熱帯系多化性蚕品種につい
て保存法マニュアルを作成した。新規用途開発に向けた蚕育種系統のスクリーニング、形
態情報の画像データベース化、有用物質生産用蚕品種開発に着手した。

（２）キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

①キチン、フィブロイン等を用いた精密化学製品等機能性素材の開発
超音波キャビテーション現象を利用したキチンミクロスフェアの均一化法による粒径制御
には限界があることが明らかになった 「昆虫工場」廃棄物から排出されるカイコ幼虫死。
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骸からのクチクラ、フィブロインの分別回収法として、廃棄物処理装置を開発した。この
方法で回収したキチン、フィブロインには、NMR解析により物理的構造変化は認められな
かった。家蚕フィブロインとサクサンフィブロインとの膜状ハイブリッド素材を作製し、
分子形態等物理特性を解析した。

（３）絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術の開発

①絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術の開発
平均粒子径2.6μmで、5μm以上の粉末を除いた結晶性絹タンパク超微粉末を調製した。こ
の微粉末を利用し、繊維の表面に絹微粉末が局在している直径約20μmの合成繊維を作製
した。絹タンパクの2次構造を解析し、4つの構造に分けられ、フィブロインの性状でそれ
らの構造が異なることを明らかにした。クモの牽引糸を用いてタンパク質の高次構造を

、 、 、NIRとマイクロ全反射型赤外分光法により解析したところ シート構造 ヘリックス構造
ターン構造、ランダム構造の2次構造成分から構成されていた。

（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出及びシルクの機能性利用と加工技術に

よる生活用素材の開発

①昆虫由来色素等の抽出・機能評価及び新衣料素材の作出
昆虫由来色素の機能評価を繊維害虫ヒメマルカツオブシムシによって調査し、ラックダイ
虫から抽出した色素で染色した羊毛や、鉄媒染が食害を阻止する効果があること等を明ら
かにした。画像処理手法に基づく太繊度用感知器および、太糸繰糸機を設計試作した。細
繊度繭糸を利用した複合よこ糸を作出するため、熱分解性繊維と細繊度繭糸「はくぎん」
による生糸との複合糸を作製して8種の薄地織物を試織・特性解析した。

②シルクの機能性利用と加工技術による生活用素材の開発
セリシンの極性有機溶媒への溶解特性について、添加塩の種類とその濃度や温度等の要因
を検討した。極細繊度生糸を繰製する際の繊度の計測・制御に、レーザーセンサ技術が利
用可能であることを確認し、細繊度蚕品種の繭糸繊度特性等を明らかにした。ネットロウ
シルクとナイロン糸のハイブリッド化や熱処理技術等により太繊度生糸の物理的機能を付
与する技術開発を行った。ネットロウシルク繰製機構の高速化を実現した。平面絹の吸水
性や光沢などの特性を明らかにし、ランプシェード等の開発等を進めた。

D バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発

１） 生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

イネミトコンドリアについてゲノム解析を進め、約95%の塩基配列を決定した。
イネ白葉枯病菌において、代表的な病原性遺伝子群を含む約200kbの全塩基配列
を決定し、新規遺伝子の推定を行った。日本産フザリウム属菌の解析を行い、
新種１、日本未報告種2を明らかにした。ブタ体外成熟・受精卵子を でin vitro
胚盤胞にまで発生させる系を開発し特許を出願した。また、ツルアズキの殺虫
成分について構造解析を進め、新規物質を発見し、特許を出願するなど順調に
進展している。

（１）遺伝子情報等に基づくイネ属等植物及び植物病原微生物の多様性解析

①オルガネラ遺伝子情報等に基づく植物の多様性の解析
栽培オオムギ及びその近縁野生種、32分類群の葉緑体についてコード領域、非コード領域
のDNA塩基配列を解析し、その結果に基づいて作成した系統樹から倍数体の起源等につい
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て新たな知見を得た。また、オオムギの条性等に関わる遺伝子単離のため、連鎖地図の作
成とBACスクリーニングシステムの確立を行った。イネミトコンドリアについては、ゲノ
ム解析を進め、約95%の塩基配列を決定した。

②植物病原微生物のゲノム構造における病原性関連遺伝子群の解析
構築したイネ白葉枯病菌BACライブラリーから、代表的な病原性遺伝子群hrp遺伝子クラス
ターを含むクローンを単離し、その近傍を含めた約200kbの挿入断片について全塩基配列
を決定した。遺伝子領域予測プログラムで解析した結果、その領域に160個の遺伝子を予
測し、同領域の遺伝子構成の特徴を明らかにするとともに、新規遺伝子の推定を行った。
同領域ではトランスポゼースのホモログである繰り返し配列の挿入が顕著であり、病原性
多様化との関連が示唆された。

③擬頭を形成するフザリウム属菌等の分類形質の再評価
の旧定義に該当する日本産フザリウム属菌の分類学的解析と分類Fusarium subglutinans

形質の評価を行い、新種1、日本未報告種2を明らかにした。光条件の制御によってこれら
菌種間や近縁既知種の区別に矛盾のない有効な鑑別形質を定義した。そのうち新種につい
ては、国際植物命名規約に基づき、 として記載を行った。日本では未報F.fractiflexum
告の 及び については日本新産種として再記載した。F.concentricum F.circinatum

（２）野生植物等の集団動態解析法の開発及び動物遺伝資源の特性維持、保全手法の効率化

①アズキ集団動態解析のための分子マーカーの作出
AC反復配列からなるアズキのマイクロサテライトライブラリーを作成し、プライマーの設
計が可能な60種類のマイクロサテライトの塩基配列を明らかにした。マーカー化した25種
類のうち6種類は反復数の変異が小さいものの、集団間の動態調査に利用可能であった。
また、RAPDマーカーを用いてネパール、ブータンのアズキ栽培種および野生種は日本と台
湾に分布するものと異なる大きな遺伝変異を持つことを明らかにした。

②豚小集団等の遺伝的多様性を推定するためのモデルの選択
無限遺伝子座モデル（遺伝モデル）を想定し、動物小集団の血縁情報及び表型価を発生さ
せ、この情報に対し様々なモデルを当てはめた。遺伝モデルに母性遺伝効果や母性環境効
果が含まれ、評価モデルにそれらを含まない場合に、パラメーターの推定値に偏りがあっ
た。評価モデルが遺伝モデルに一致した時、及びすべての変量効果を含んだ評価モデルが
用いられた時に最も正確なパラメーターが推定された。評価モデルには想定可能なすべて
の変量効果を含むことが望ましいと結論づけた。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝子等の機能の多様性解析

①イネ属植物等における遺伝子ファミリーの機能の多様性の解析
イネカタラーゼ遺伝子CatAの上流領域に存在する転移因子が近傍に存在する遺伝子群の発
現解析を行った結果、この転移因子を持つ遺伝子は穎花で発現していることを明らかにし
た。イネCatB及びCatA遺伝子の5'上流領域から、それぞれ根及び葯特異的プロモーターカ
セットに必要なDNA断片を得た。マイクロアレイを用い、幼苗イネ葉身及び葉鞘で日周変
動を示す遺伝子を解析した。細胞周期で変動するタンパク質を検出し、その一つをβ-チ
ューブリンと同定した。

②植物の限界環境適応機構に関わる分子機能の多様性解析
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レンゲツツジ花芽鱗片の氷核活性の増加過程で、特異的に発現する遺伝子をdifferential
display法により検索し、再現性よく増加するメジャーなバンド130クローンを見出し、ク
ローニングした。ブロムグラス懸濁培養細胞の低温及びABA処理による耐凍性誘導過程を
イネマイクロアレイを用いて時系列的に解析し、各処理に特徴的或いは共通して発現する
遺伝子群を見出し、16クローンの発現を確認した。限界環境適応関連遺伝子同定のための
オオムギ全ゲノムにわたる連鎖地図を作成した。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

①微生物の生物間相互作用に関わる遺伝子の解析
いもち病抵抗性遺伝子Pitをもつイネ品種「K59」に対するイネいもち病菌の病原性につ
いて、いもち病菌交配後代を用いた遺伝解析を行い病原性発現に係わる1因子支配の非病
原性遺伝子Avrtを同定した。AFLPマーカーと非病原性遺伝子Avrtとの連鎖分析を行い、
0cMのAFLPマーカーを含む密接連鎖マーカーを得た。胞子形成に関連する遺伝子群を単離
し、付着器形成にも関連すると予想される遺伝子を得た。

（５）家畜配偶子と胚（生殖質）の保存のための増殖技術の開発及び野生植物等の生息域内保存の

ための調査研究

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発
卵管上皮細胞培養液を添加したコンディションメディウムと低酸素培養の組み合わせによ
って、ブタ体外成熟・受精卵子を で胚盤胞にまで発生させる系を開発した。こin vitro
の系で得た胚の移植によって産子を得ることに成功し、従来困難であったブタ胚の体外生
産技術が確立された。ブタ未成熟卵胞を卵巣摘出ヌードマウスの腎皮膜下に移植すると、
卵胞が発育し移植後約50日には発情が起こることを明らかにした。ブタ未成熟精巣細胞を
培養し、セルトリ細胞の機能を8週間以上維持することに成功した。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析
イネ属Cゲノム種に特異的なタンデムリピートTrsCファミリー領域塩基配列を、

complex、9種14系統について解析した結果、アジア、アフリカ及びアメリO.officinalis
カ起源の3グループに分類された。スリランカにおけるササゲ属アズキ亜属野生種につい
て調査し、従来考えられた2種だけでなく、6種見いだされ、地理的分布も多様であった。
そのうち1種は栽培後の検討で新種と判明した。アズキ亜属の多様性解析の中で見いださ
れたツルアズキ殺虫成分について構造解析を進め、新規物質を発見した。

２） 実験用動植物の開発

イネミュータントパネル5万系統を作出し、そのうち2,000系統の変異形質に
ついてデータベース化を図った。TNF及びHSP70.1欠損マウスの系統を作成した。
また、肥満・高脂血症・糖尿病疾患モデルマウスを用いて遺伝的原因のゲノム
解析を行うなど順調に進展している。

（１）ミュータントパネルの作出

①ミュータントパネルの作出
日本晴由来遺伝子破壊系統（NF系統）を9,600系統作成した。NF系統を圃場に900系統展開
して表現型の観察を行った。334（37.1%）系統から何らかの表現型の変異が観察された。
塩基配列解析データの個数及びデータ量の両方の増加に伴い、コンピュータに負荷がかか
るようになったので、フラットなファイルにデータを保存していた従来の系から､Berkely
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DB version3で構築した系を新規に構築して移行した。

（２）マウスにおける遺伝子改変技術の開発と疾患モデルマウスの作出

①免疫不全及び炎症性疾患モデルマウスの作出
すでに作出したTNF及びHSP70.1ノックアウトマウスを戻し交配し、C57BL/6系及びBALB系
を作製した。またWASPタンパク質のEVH1ドメインを過剰発現させた組換えマウスを作製し
た。ポリジェニックな肥満・糖尿病・高脂血症モデルマウスKK-Ayの脂質代謝異常のQTL解
析から染色体の5カ所に原因遺伝子座をマップした。

②疾患モデル動物作出のための効率的・新規技術の開発
精巣精細胞内DNA注入による組換え動物の作出法を開発した。雄生殖細胞をベクターとし
て用いるために雄生殖細胞で特異的に発現しているhsp70.2遺伝子を単離しプロモーター
領域の解析を行った。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

①形質転換ブタ作出のための個別技術の高度化と技術体系の構築
ブタの発生工学は胚操作および移植段階がネックとなり制約を大きく受けている。ブタ体
内受精卵の体外培養法を開発し、外科的移植により産子を得た。人工染色体MACの構築に
成功した。

３） 組換え動植物作出のための基盤技術の開発

イネにおいて恒常的かつ強く発現するEFプロモーターを単離し、葉、根等で
強く発現することを明らかにした（特許出願中 。カイコの組換え効率を向上さ）
せるDNA微量注射装置を改良し、特許を出願した。また、初代培養期間を大幅に
短縮できる昆虫細胞培養培地を開発し、特許を出願するなど順調に進展している。

（１）新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

①新規の強力プロモーターカセットの開発
恒常的に強く発現するプロモーターを含む領域をイネより単離して、塩基配列の解析、転
写開始点の決定等の分子生物学的な基礎解析を行った。プロモーター領域を決定し、プロ
モーター活性のあるDNA断片を用いて、GUSレポーター遺伝子を発現させることで、発現す
る組織の解析を行った。一連の解析により葉部、根等多様な組織で強く発現していること
を明らかにした。イネEFプロモーターとして特許出願中である。

②バイナリー型植物発現ベクターの開発
前年度までに作製したバイナリーTiベクターをベースに、新たに10種類のプラスミドを構
築した。新規バイナリーベクターはエレクトロポーション法によりアグロバクテリウムに
導入した。得られたアグロバクテリウム系統は、シロイヌナズナへ、あるいは共存培養法
によりイネに形質転換した。アグロバクテリウムを介し、これらのベクターをシロイヌナ
ズナに遺伝子導入したところ、比較的良好な形質転換結果が得られた。

（２）高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析

①高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析
シロイヌナズナのT-DNAタギングライブラリーのスクリーニングにより、ヒトのRad51B相
同遺伝子のノックアウト個体を2種類選抜した。これらの植物体の自殖後代からノックア
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ウトホモの系統を得た。Rad51, Rad54 遺伝子の発現量が野生型より2～3倍高い形質転換
体を作出した。イネにおいてクローン化されたRad50、Rad51、Rad54 のcDNAの解析からこ
れらの遺伝子はシロイヌナズナと極めて高い相同性を有することが明らかになった。

（３）コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

①コムギ及びダイズの形質転換技術の開発および改良
コムギにおいて「単子葉植物の超迅速形質転換法」を用いた形質転換系を確立するため、
選抜条件、再分化条件等の培養諸条件の検討を行った。コムギカルスはハイグロマイシン
に対して、非感受性を示し、選抜には不適であった。これに対し、G418は20mg/l前後で選
抜に利用可能と判断された。イネにおいて、カルス形成・再分化能に関与するQTLを1つず
つ含む準同質遺伝子系統群を調査し、マップベースクローニングによる遺伝子単離が可能
か否かを調査した。

（４）トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆虫等の作出技術及び昆虫培養細胞系簡易作出

技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

①トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現系構築のための組換え昆虫及び組換えウ
イルス作出技術の開発
カイコ卵へのDNA注射装置の改良・開発を進めた結果、注射操作の精度・再現性等が向上
した。トランスポゾンpiggyBacに挿入した外来遺伝子の大きさと転移活性の関係や、セリ
シン遺伝子1やフィブロインL鎖のプロモーター、組換え昆虫（ショウジョウバエ）を用い
た時計遺伝子の発現を解析した。カイコウイルスの経皮接種時期やウイルスの投与方法な
ど組換えウイルスの感染向上方法、有用物質生産施設の消毒法などを検討した。

②昆虫培養細胞系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立
昆虫培養細胞株の樹立期間を大幅に短縮できる鱗翅目昆虫等の初代細胞培養培地を開発し
た。細胞へ外来性及び内在性の遺伝子と遺伝子産物の導入を行う研究を実施した。カイコ
の抗菌ペプチドの活性化反応の検討には既存のカイコ由来細胞株を用いて行える可能性を
示した。抗菌ペプチド遺伝子プロモータに結合する因子の精製を行った。感染時に転写誘
導される遺伝子の単離・同定、感染刺激に応答するカイコ培養細胞におけるタンパク質発
現の有無等を検討した。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発
詳細なマッピングのため、SSRsを利用したマイクロサテライト マーカーの利用を行っ
た。完全長cDNA(22A)を単離し塩基配列を決定した。各品種由来のイネ培養細胞を用い、
得られた遺伝子22Aの発現を解析した結果、高い再分化を示す品種で発現が高く、再分化
能が低下した培養細胞で低かった。昨年度の圃場調査の結果、草形、出穂期、食味等が対
照と同等であった系統を用い再度圃場調査を行い、昨年度とほぼ同じ結果を得た。

②代謝系遺伝子等を利用した選抜技術の開発
P450形質転換体はバレイショ及びタバコにおいて選抜でき、ペチュニア、イネでは選抜の
可能性が示唆された。in planta法で得られたシロイヌナズナT1種子を各種除草剤で選抜
した結果、CYP1A1と3μMクロロプロファムの組合せが最適であった。CYP1A1と0.06μMノ
ルフルラゾンの組合せはカナマイシンを使用したときと比べ、短期間で選抜が可能であっ
た。CYP1A1、CYP2B6、CYP2C19遺伝子を形質転換して選抜された除草剤耐性個体の全てに
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おいてP450遺伝子の存在を確認した。

（６）安全性評価手法の開発

①組換え体の環境に対する安全性評価手法の高度化
トウモロコシ由来のスクロースリン酸合成酵素(SPS)遺伝子を導入した組換えバレイショ
の非閉鎖環境における安全性評価を行い、茎葉及び根における有毒物質産生能及び土壌微
生物相への影響について非組換え体との間に差異が無かった。PEPC組換えイネにおいて緑
葉産生物は非組換えイネと同一の結果を得た。根圏への分泌物のHPLC分析では、組換えイ
ネに特異的な分泌物は産生されていないと判断されたが、ピークの相対的な高さが非組換
えイネと異なることから、分泌物の量比は異なることが示唆された。

E 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

サブバンク等の協力のもとに、植物6,405点、微生物1,185株、動物195点の収
集・受入を行うとともに、保存している遺伝資源について特性評価を実施した。
イネゲノムデータベースへのEST地図情報の追加を実施した。マイクロアレイプ
ロジェクト用イネcDNAクローンセットの配布の迅速化を図るなど順調に進展して
いる。

（１）遺伝資源の探索・特性評価・素材化

①遺伝資源の探索・収集とネパール産ソバ野生種の遺伝特性の解析
サブバンク等の協力のもとに、国内外で探索・収集を実施するとともに、植物6,405点、
微生物1,185株、動物195点の収集・受入を行った。IPGRIとの共同研究の一環で、ネパー
ルの宿根ソバ集団の多様性をRAPD分析で解析し、同国中西部、西部、中央部ごとに特徴の
ある地域集団が形成されていることを明らかにした。

②遺伝資源の特性評価・素材化と遺伝特性評価のための家禽等のDNAマーカー開発
サブバンク等の協力のもとに、収集・保存している遺伝資源について、植物198,036点、
微生物17,583点、動物4,806点の特性評価を実施した。うち、微生物5,069点は品質管理検
査、動物3,820点はカイコ育種素材分であった。野生種等の育種素材化の一環で、果実用
クワ品種等を開発した。また、インドネシア側共同研究機関の協力を得て、インドネシア
産アヒルのゲノミックDNAを用い、マイクロサテライトマーカーの開発を行った。

（２）遺伝資源の保存・管理及び特性情報の高度化

①遺伝資源の長期保存と汚染種子微生物相の解析
サブバンク等の協力のもとに、ベースコレクションとして植物219,700点、微生物17,947
株、動物869点を保存するとともに、遺伝資源の増殖等を実施し、アクティブコレクショ
ンを植物121,706点、微生物11,825株、動物68点とした。また、センターバンクに保存中
の野菜種子について、種子伝染性微生物相を解析し、 属菌のなかに発芽阻害Alternaria
や発芽後の生育抑制の原因となる菌を同定した。

②遺伝資源の情報管理・提供システムの高度化と導入遺伝資源の情報公開
ロボット型検索エンジン、BioCrawlerへの新たな2つの機能の追加を行った。イネゲノム

、 。自動アノテーションシステム RiceGAASの改修およびアノテーション情報の更新を行った
イネゲノムデータベースへのEST地図情報の追加を実施した。マイクロアレイプロジェク
ト用イネcDNAクローンセットの配布の迅速化を図った。植物・微生物・動物遺伝資源デー
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タベースの統合化に向けてスキーマ開発を開始するとともに、微生物遺伝資源の在庫管理
システム開発に着手した。

２ 専門研究分野を活かした社会貢献

分析、鑑定(１)

宮内庁紅葉山御養蚕所の蚕種（小石丸）について母蛾検査の依頼があり実施した。

(２)講習、研修等の開催

①都道府県の研究者を対象にしたバイオテクノロジー研修を開催した。また、国等が主催す
る4件のゲノム研修等に講師を派遣するなど積極的に協力した。

②独立行政法人農業生物資源研究所依頼研究員受入れ規程、講習規程等を整備し、依頼研究
員7名、講習生80名のほか、JICA等の海外からの研修生26名を受け入れた（資料11 。）

③技術相談の担当窓口を設けインターネットで広報した。相談に対しては職員が迅速に対応
した。

資料11 海外からの研修生の受入

経費負担先／制度 国・地域 件 数
国際協力事業団（JICA) フィリピン、インドネシア、マレーシア、 18

ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、
イラン、トルコ、マラウイ、ブラジル

国際原子力機関（IAEA) スリランカ 1
ジーンバンク事業 インドネシア 3
相手国 台湾、タイ 4
合 計 13カ国 26

(３)行政、国際機関、学会等への協力

①国や独立行政法人、JICA等からの要請に応じて23件の専門家派遣を行った（資料12 。）

②国内において11件の国際シンポジウム等を主催した（資料5 。）

③放射線育種場において、国の研究機関5カ所から計138回、公立試験研究機関 9カ所から計
127回、大学2カ所から計3回、民間・個人16カ所から計49回の依頼照射を行った。
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資料12 海外への専門家派遣

経費負担先 国・地域 件 数
JICA ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール 8
IPGRI モンゴル、イタリア 3
JIRCAS タイ、中国 2
FAO 中国 1
FFTC 台湾 1
IAEA インドネシア 1
ICIPE ケニア 1
IRRI フィリピン 1
OECD フランス 1
相手国 ベトナム、中国 2
東京農業大学 ベトナム 1
農林水産省 フランス 1

合 計 23

３ 成果の公表、普及の促進

(１)成果の利活用の促進

①農業生物資源研究推進戦略会議において、主要な成果を1)「知的貢献 ：新しい法則・原」
理の発見、独創的な理論の構築、未知の現象の予測・発見など、論文発表による知の創造
への貢献、2)「技術開発 ：生産性の向上及び消費ニーズに対応した品質の向上を図る上」
でキーとなる革新的な技術開発研究への貢献、3)「農業生産 ：農林水産業における生産」
活動を通した社会への貢献、4)「生物産業 ：成果の活用により社会に直接の利便をもた」
らすことができる産業技術開発への貢献、と定義した。このうち「農業生産」と「生物産
業」に分類された8件を直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果として決定し（資料
13 、他の27件の成果とともに「平成13年度の主要な研究成果」として印刷・配布し、ホ）
ームページ上で公開することとした。

②研究成果情報を1回、研究所ニュースを4回発行するとともに、研究資料、研究所年報及び
Annual Reportの刊行規程を定めた。

③インターネットのホームページを随時更新し、最新の情報を提供した。

④遺伝資源の配布に関する規定を整備し、植物及び微生物遺伝資源、DNA等の配布を行った
（資料14 。）

⑤独立行政法人農業生物資源研究所のホームページを始め、イネゲノム、ジーンバンク等
のホームページを開設し研究情報の提供を行った。平成13年度はトップページに、
5,792,248件のアクセスがあった（資料15 。）

⑥イネゲノムのホームページ上にイネゲノム塩基配列情報を公開するとともに、塩基配列の
新たな解読成果を日々追加公開した。
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資料13 主要研究成果

主 要 研 究 成 果 名 分 類 (＊)

ブタ背脂肪厚に関与する遺伝子の存在領域を第７染色体動原体付近に限定した 技術開発

ブタ体外生産胚盤胞からの仔ブタ生産法 技術開発

原核および真核微生物に有効な広域抗菌スペクトルをもつASABF型抗菌ペプチ 知的貢献･技術開発

ドの発見

エレクトロポーレーションによるニワトリ初期胚への外来遺伝子導入 技術開発･生物産業

遺伝子銃によるカイコ前部絹糸腺での外来遺伝子の発現 知的貢献

MMPs発現を指標とした卵胞の正常性の判定法 技術開発･農業生産

全齢人工飼料育蚕における繭糸質低下の原因 技術開発･農業生産

TNF-α遺伝子を欠損したミクログリア細胞株の樹立 技術開発

牛筋肉内脂肪前駆細胞（BIP細胞）のカベオラ様膜ドメインの解析 知的貢献

牛胎子の心電位を測定・解析する技術 技術開発

マルチプレックスPCR法によるヒメハナカメムシ類5種の簡易識別法 技術開発･農業生産

果実採取用桑品種「ポップベリー」 農業生産

セリシン蚕品種「セリシンホープ」 農業生産･生物産業

昆虫培養細胞株の短期間樹立技術 生物産業･技術開発

イネ第1染色体配列解読の終了 知的貢献

イネ赤条斑病の病原の特定 知的貢献

植物性染色体DNAにおける雌雄間差異の可視化 知的貢献

日本産新規フザリウム属菌の発見と分類形質の再評価 知的貢献

ツルアズキ種子に含まれる新規殺虫性化合物 生物産業･技術開発

細胞増殖による転写後型遺伝子不活性化の抑制 知的貢献

イネ染色体部分置換系統群の作出と有用形質の遺伝解析への利用 知的貢献･技術開発

イネ完全長cDNAクローンの収集、配列解析、DBの作成 知的貢献･技術開発

蛇毒タンパク質のX線解析による立体構造の解明 知的貢献･技術開発

N-アセチルキトオリゴ糖エリシターにより発現誘導されるEL5遺伝子 知的貢献

のRING-H2 finger domain の溶液構造とその機能に関する研究

エリシター及びジベレリンに応答するイネ遺伝子 知的貢献

光化学系2の機能発現に関わるタンパク質分解酵素CtpAの触媒機構の解明 知的貢献

C3植物とC3-C4中間植物との属間交雑による光呼吸の抑制とその機構の解明 知的貢献

転写因子機能を利用した雄性および雌性不稔形質導入法の開発 知的貢献･技術開発

シアン耐性呼吸・末端酸化酵素遺伝子のストレスによる発現誘導 知的貢献

イネのクロライドチャンネル遺伝子の構造と機能 知的貢献

HEGSによるイネとオオムギの高密度マップの短期作製 知的貢献･技術開発

イネの種子で外来遺伝子産物をタンパク顆粒に輸送させる技術の開発 知的貢献･技術開発

2β水酸化酵素導入による草型制御技術の開発 知的貢献･技術開発

ブタ由来のP450遺伝子導入イネの除草剤耐性 知的貢献･技術開発

ダッタンソバの各種放射線による変異誘発効果 技術開発

＊ 「知的貢献 ：原理の発見、独創的な理論の構築、未知の現象の予測・発見など、論文発表による知の創） 」

造への貢献 「技術開発 ：生産性の向上及び消費ニーズに対応した品質の向上を図る上でキーとなる革、 」

新的な技術開発研究への貢献 「農業生産 ：農林水産業における生産活動を通した社会への貢献、、 」

「生物産業 ：成果の活用により社会に直接の利便をもたらすことができる産業技術開発への貢献」



- 38 -

資料14 遺伝資源等の配布

遺伝資源等 配布単位数
植物遺伝資源 25,829
微生物遺伝資源 863
DNA等（イネ） 3,541

（ブタ） 220
原蚕種 4,833
保存蚕品種 624
桑接穂、苗 1,178
昆虫培養細胞株 48

資料15 独立行政法人農業生物資源研究所ウェブサイト／データベースへのアクセス数

ウェブサイト／データベース アドレス アクセス件数

所公式ウェブサイト（http://www.nias.affrc.go.jp/） 5,792,248

イネゲノムプロジェクト（http://www.nias.affrc.go.jp/project/inegenome/） 95,631

Silkworm Genome Research Program （http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm） 16,751

Silk New Wave （http://www.nias.affrc.go.jp/silkwave/hiroba/silk_wave.htm） 266,739

ジーンバンク（http://www.gene.affrc.go.jp/） 1,923,867

NIAS DNA Bank （http://www.dna.affrc.go.jp/） 83,162,363

Rice Genome Research Program （http://rgp.dna.affrc.go.jp/） 3,033,545

家畜ゲノムデータベース（http://ws4.nias-k.affrc.go.jp/） 450,366

Rice insertion mutant database （http://tos.nias.affrc.go.jp/） 313,167

Rice Microarray Openning Site（http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RMOS/main.html） 14,631

(２)成果の公表と広報

①研究成果の発表は、原著論文269（うち234が英文 、総説8、単行本40、データベース・）
マニュアル・報告書・学位論文6、学会・シンポジウムでの発表要旨787、解説・紹介・技
術資料73、講演会・研究会等での発表59件を行った。

②パネルを93枚作成し、研究所の大わし地区展示室、ゲノム解析センターロビー、放射線育
種場等とつくばリサーチギャラリーに展示した。

③記者発表会5回、資料配付6回あわせて11回の報道対応を行った。生物研が関係する新聞記
事は184件掲載された。TV、雑誌等のマスコミの取材には積極的に対応し、研究成果等が
32回紹介された。

④IRRI副所長、CGIAR事務局長、マレーシア科学技術環境大臣等をはじめ、計64件の海外か
らの視察者、見学者の受入を行った。

⑤一般公開を本部・大わし地区（茨城県つくば市 、放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町））
及び生活資源開発研究チーム（長野県岡谷市）で行い、約2,200名の参加があった。全大
阪消費者団体連絡会、つくば人権と環境のための市民会議・遺伝子組換え食品いらないキ
ャンペーン等の市民団体、大阪市立東高等学校はじめ各地の高校生等計108件の国内の視
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察者・来訪者の受入を行った 「つくばちびっ子博士（つくば市教育委員会主催 「まつ。 ）」
（ ）」 、 、 、もと工業まつり 松本商工会議所主催 等 青少年 市民対象の各種イベントに参加し

科学技術への理解醸成を図った。

（３）知的所有権等の取得と利活用の促進

①職務発明規程、知的所有権実施規程等を整備し、知的所有権の取得を奨励した結果、国内
特許出願42件、外国出願16件を行った。

②品種出願2件、品種登録国内1件、国外3件、命名登録１件を行った。

③取得した特許については、情報を研究成果移転促進事業の事業主体の社団法人農林水産技
術情報協会に提供した。13年度に登録になった特許を農業生物資源研究所ニュース第4号
に掲載し、広報した。13年度には2件の特許許諾を行った。年度末に許諾申請があった品
種2件についての決定は14年度早い時期に決定することとした。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 予算配分等

旧農業生物資源研究所、旧蚕糸・昆虫農業技術研究所等の4機関からなる独立行政法人
農業生物資源研究所として発足したことから、事業の円滑な移行を踏まえつつ、事業費の
配分については、研究推進に要する直接経費に十分に配慮した。
さらに、研究の重点化・戦略化を図るため新しい所内制度を設け、所内研究推進（シー

ズ培養、FS研究、研究加速化、新規異動者支援等の目的に約20百万円 、研究活性化（交）
付金研究において顕著な成果が期待できる課題の推進、シンポジウム・研究会等の開催支
援の目的に約30百万円 、研究調査のための外国旅費等（戦略的調査・研究情報収集、国）
際学会の運営のための派遣、若手研究者への支援、外国人研究者招へい等の目的に約10百
万円）等へ重点配分した。また、研究成果の特許出願経費（約87百万円）及び広報等に関
する経費（約25百万円）等に重点配分することにより、研究成果の有効的活用を図った。

２ 外部資金等

年度計画等の事業推進に有効な競争的資金等の確保に積極的に対応することとし、年度
計画予算額5,695百万円に対し、政府等プロジェクトへ提案・参画することにより研究資
源の充実に努め、6,477百万円［農林水産省5,702百万円、文部科学省679百万円、独立行
政法人17百万円、その他79百万円（計画額対比782百万円増 ］の受託研究経費等が確保）
された。
さらに、公募型の競争的資金に応募した結果、5課題が採択され102百万円（特殊法人

101百万円、民間1百万円）が確保され、研究推進の充実が図られた。

３ 経費の節約等

電気供給契約の見直し及び冷暖房設備の稼働・利用の点検等により、経費の節約に努め
た。特に、廊下、居室等については、こまめに点検等を行い消灯に努め、一般管理費の節
約に努めた。上水道の利用・管理等についても同様に行った。
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平成13年度予算及び決算

（単位：百万円）

区 分 予 算 額 決 算 額

収入
運営費交付金 ８，０１１ ８，０１１
施設整備費補助金 １０９ １０９
受託収入 ５，６９５ ６，５７９
諸収入 ８ ８１６

計 １３，８２３ １５，５１５

支出
業務経費 ２，１３２ ２，１８７
施設整備費 １０９ １０９
受託経費 ５，６９５ ６，５７９
試験研究費 ５，４３４ ６，２０４
管理諸費 ２６１ ３７５

一般管理費 １，５２５ １，４５８
研究管理費 １８５ ３９７
管理諸費 １，３４０ １，０６１

人件費 ４，３６２ ４，２６３

計 １３，８２３ １４，５９６

平成13年度収支の計画及び実績

（単位：百万円）

区 分 計 画 額 実 績 額

費用の部 １３，３２８ １４，６９３
経常費用 １３，３２８ １４，６７６
人件費 ４，３６２ ４，２６３
業務経費 １，８４６ ２，７１５
受託経費 ５，２２５ ５，９３１
一般管理費 １，５１７ ７３３
減価償却費 ３７８ １，０３４

財務費用 ０ １７
臨時損失 ０ ０

収益の部 １３，３２８ １６，０１１
運営費交付金収益 ７，７１７ ７，４０４
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諸収入 ８ ８０１
受託収入 ５，２２５ ６，５７７
資産見返負債戻入 ５７ ３２
資産見返物品受贈額戻入 ３２１ １，１９７
臨時収益 ０ ０

純利益 ０ １，３１８
目的積立金取崩額 ０ ０
総利益 ０ １，３１８

平成13年度資金の計画及び実績

（単位：百万円）

区 分 計 画 額 実 績 額

資金支出 １３，８２３ １４，７０３
業務活動による支出 １２，９５０ １２，８８１
投資活動による支出 ８７３ ７０２
財務活動による支出 ０ １１７
翌年度への繰越金 ０ １，００３

資金収入 １３，８２３ １４，７０３
業務活動による収入 １３，７１４ １４，５９４
運営費交付金による収入 ８，０１１ ８，０１１
受託収入 ５，６９５ ６，５７７
その他の収入 ８ ６

投資活動による収入 １０９ １０９
施設整備費補助金による収入 １０９ １０９
その他の収入 ０ ０

財務活動による収入 ０ ０

Ⅳ その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画

１ 施設及び設備に関する計画

研究棟上水・井水配管改修を施設整備費補助金により実施した。

２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）

１) 人員計画

(１)方針

研究業務の効率的、効果的な推進をめざして、選考採用及び国家公務員試験の活用により
必要な人材を確保するとともに、研究職員の重点配置を行った。管理部門については、事務
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処理の一元化等を行い効率化を図った。

(２)人員に係る指標

平成14年1月1日現在、常勤職員数は一般職102名、技術職45名、研究職287名の計434名で
あった。

２) 人材の確保

①選考採用により研究職2名、技術専門職1名の採用を行い、国家公務員試験によりⅠ種4名
（研究職 、Ⅱ種1名（一般職 、Ⅲ種3名（一般職）を採用した。） ）

②平成14年4月1日付け採用に向けて研究職6名の公募を行い、採用を決定した。このうち2名
については独立行政法人農業生物資源研究所ではじめての任期付き採用になる。

③研究グループ長等の採用については公募規則を作成中である。

④科学技術振興事業団科学技術特別研究員制度等によりポストドクター166名の人材を確保
した（資料16 。）

資料16 ポストドクター人材の確保

制 度 人数
科学技術特別研究員 20
科学技術総合研究委託費 29
生研機構・派遣研究員 56
戦略的基礎研究推進事業・事業団研究員 17
STAフェローシップ 23
JSPSフェローシップ 21

合計 166


