
独立行政法人農業生物資源研究所平成１３年度計画

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評価項目、評価基準を年度前期中に定める。

②研究所の評価委員会を開催する。

③研究成果の検討会を開催する。

④研究職員の業績審査の為の委員会を開催する。

２ 研究資源の効率的利用

（１）生研機構の「新技術、新分野創出のための基礎研究推進事業」および「新事業創出

研究開発事業 、科学技術振興事業団の「戦略的基礎研究事業」並びに文部科学省」

の「科学技術振興調整費」等のプロジェクトに積極的に応募する。

（２）農水省の交付金プロジェクト についても、評価結果に従って、重点的な配分を行

う。

（３）重要な施設、機械および圃場、動物については、利用規程を整備し、効率的な利用

に努めるほか、余裕がある場合にはインターネット等で公開し他法人等の研究者の

利用に供する。

（４）他独立行政法人の施設・機械および圃場・動物の使用が当面不可欠であるため、関

係法人間の連携を円滑に図るための協議会や委託契約等を整備する。

３ 研究支援の効率化および充実・高度化

（１）知的所有権の取得と技術移転を業務とする技術移転科を企画調整部に配置するとと

もに、職務発明規程等を整備して知的所有権の取得・技術移転態勢を強化する。

（２）農林水産省研究ネットワーク等を活用して、オンラインジャーナルを導入し、利用

者サービスに努める。

（３）施設等の保守管理については、できるだけ外部委託をする。

（４）他独立行政法人等への委託を含め研究支援業務の効率的運営を図る。

４ 連携、協力の促進

（１）他の独立行政法人との連携、協力

①共同研究規程（仮称 、流動研究員規程（仮称 、職務発明規程（仮称）等を整備して、） ）

共同研究や技術移転を積極的に行うとともに、得られた研究成果は他法人に活用される

よう広報に努める。また、独立行政法人農業技術研究機構の融合研究に協力する。

②ジーンバンク事業の推進を図るため、他法人との連絡協議会（仮称）を設置して、事業

の円滑な推進を図る。

（２）産学官の連携、協力



①イネゲノムの有用遺伝子の単離・機能解明においては、拠点として、他法人、大学、民

間等外部機関と共同で研究を強力に推進する。

②ゲノム研究等に関する国際会議を開催し、研究成果を国内外の研究機関に活用してもら

うよう努める。特に、民間企業との交流を進める。

③科学技術協力に関する政府間協定等を活用し、先進国等との共同研究を推進する。

④国が実施する助成事業の推進に協力し、公立研究機関が実施する助成研究の推進に適切

な指導を行う。

５ 管理事務業務の効率化

事務の簡素化と迅速化を図るために、ＬＡＮ等の整備を行う。また、光熱水の節約によ

り、管理経費の節減を図る。

６ 職員の資質向上

（１）農林水産省、文部科学省等が主催する種々の研修に参加させるほか、流動研究員規

程を整備して、優れた知識・技術を有する研究者を招へい又はその機関に派遣すること

により研究員の資質向上を図る。

（２）文部科学省の制度を活用して在外研究を奨励する。

（ ） 、 。３ 博士号未取得の若手研究者については チーム長等が取得に配慮するよう指導する



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．試験および研究並びに調査

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

（１）イネのゲノム構成およびイネゲノムの 塩基配列の解析DNA
①イネ第１染色体の 塩基配列の解析DNA
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネ第１染色体において、主要な遺伝子領域について、配列解析のための技

術開発を行い、高精度（ ）に配列を解明する。99.99%

②イネ第６染色体の物理地図作製と 塩基配列の解析DNA
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネ第６染色体において、塩基配列解析のための、 または を用いたPAC BAC
物理地図を作製し、作製した領域について、配列解析のための技術開発を行い、高精

度（ ）に配列を解明する。99.99%

（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 クロ－ンのクラスタリングとデ－タベ－ス化cDNA
担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：平成１２年度末までに収集されたクロ－ンの端読み配列デ－タを基にしたクラ

スタリングおよび完全長を読んだクロ－ン約８０００のアノ－テ－ションを行う。

③平成１３年度に収集される完全長 クロ－ンのクラスタリングcDNA
担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：平成１３年度に順次収集されるクローンの端読み配列データを基にしたクラス

タリングを行う。

（３）ブタおよ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

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：ブタ等の染色体重要領域のゲノム構造を解析するとともに、 の存在するQTL
特定領域の遺伝地図、物理地図の高密度化を図る。また、遺伝的多様性の解析に有用

な反復配列の解析を行う。

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：カイコゲノムの ライブラリーを用いて、カイコゲノム全体の ％程度BAC 30
をカバーする物理地図を作成するとともに、カイコ ライブラリーより約 個cDNA 300
の クローンを遺伝地図および物理地図上に位置づける。cDNA



（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

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネゲノムからタンパク質コード領域を効率よく予測する技術を開発する。

（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 の改良INE
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネゲノムデータベース の改良を行い、イネゲノムに関する既存の遺伝INE
地図情報、物理地図情報、塩基配列情報、発現遺伝子地図情報等の異なる種類の情報を

有機的に連結する。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：イネの脱粒性および節間伸長性については、相補性検定ならびに発現解析によ

る遺伝子の同定を行う。出穂期および紫外線感受性遺伝子については、ゲノムクローン

による整列化地図の作製を通じて、候補ゲノム領域の絞り込みを行う。

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：破壊遺伝子を網羅的に解析するためのシステムの開発を行うとともに、この

システムを利用して転写制御やシグナル伝達に関与する遺伝子の変異体を同定する。

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

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：比較遺伝地図情報等を活用したブタの肉量に関連する椎骨数、肉質、繁殖性に

関連する遺伝子の存在領域の絞り込みを行うとともに、候補遺伝子の探索に着手する。

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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：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 遺伝子の構造を明らかにするとともFTZ-F1
に、遺伝子内および近傍に認められる と椎骨数との関係を明らかにする。SNP



③カイコ 抵抗性遺伝子等の単離DNV
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子（ ）の単離を目指し、感受性系統とNid-1
非感受性系統の間でサブトラクション、デイファレンシャルデイスプレイによる候補探

査を進めるとともに、地図情報を用いて 遺伝子近傍の クローンの解析に着Nid-1 cDNA
手する。

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：イネ９０００ クロ－ン、約２万の完全長クロ－ンをプローブとして固定EST
したマイクロアレイを作製し、実験へ供用する。

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：タバコよりカルモジュリン遺伝子を網羅的に単離し、病傷害情報伝達に果たす

役割を解析する。

②葉等の形態形成機構の解析

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：アクチベ－ションタギングの過程で得られた葉の形態変異株について、野生株

と発現レベルの異なる 或いはタンパク質を検出・同定する。mRNA

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：ジーンサインレンシングに関与する遺伝子を植物等から絞り込むとともに、ジ

ーンサイレンシングに特異的なシグナルと考えられる短鎖ＲＮＡの検出システムを確立

する。

②メチル化部位のゲノムマッピング

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：制限酵素ランドマ－クゲノムスキャニング（ ）法のための画像解析支援RLGS
ソフトを完成させる。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

（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

担当：分子遺伝研究グループ



研究計画：植物ホルモン等の刺激で発現するイネ・タンパク質群を、気相プロテインシ－

ケンサ－や質量分析計を利用して網羅的に構造解析するとともに、変動するリン酸化タ

ンパク質を解析する。

②タンパク質情報のデータベース化

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：２次元電気泳動で得られるタンパク質のスポット情報を中心としたイネのプロ

テオームデータベースを構築する。

（２）タンパク質の立体構造および機能発現機構の解明

①酵素・機能性蛋白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

解明と蛋白工学的手法による機能の解析

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：アミラーゼキシラナーゼ等の酵素や蛇毒由来の種々の機能性蛋白質の結晶化を

行い、Ｘ線構造解析を行う。改変蛋白質を発現させて機能部位を同定する。

②植物ウイルスのＸ線結晶学的研究

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：イネ萎縮ウイルス（ＲＤＶ 、コックスフットモットルウイルス（ＣｆＭＶ））

などの植物ウイルスの良質の結晶を作製し高分解能Ｘ線構造解析を行う。

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

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：イネ完全長ｃＤＮＡから蛋白質の発現および精製を試みる。

④ 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NMR
担当：生体高分子研究グループ

研究計画：光合成電子伝達系タンパク質複合体について、超分子形成・機能発現機構を

NMR His-Asp法を中心とした物理化学的手法を用いて分子論的に解明する 高等植物の。

リン酸リレー情報伝達系の 型レギュレータ群タンパク質に保存されている機能未知B
モチーフの立体構造を 法により解析し、その機能を推定する。B NMR

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

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：天然高分子の濃厚溶液を用いてフィルムを形成し、フィルム形成の温度依存性

その他の解析 により構造形成機構を解明する。

（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

担当：生体高分子研究グループ



研究計画：タンパク質ファミリーの配列をもとにして、共通に保存されている残基のうち

モチーフ配列として定義されないものの生化学的機能との関連について検討を行う。

（４）糖質性エリシターとその認識機構およ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および情報伝達機構の解明

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：ＤＮＡマイクロアレイ法を用いてエリシターに応答する 遺伝子（ｃＤＮＡ）

を新たに２０種類程度単離し塩基配列を解読する。また、エリシター以外のストレスに

よる単離遺伝子の発現特性を解析する。３量体型Ｇタンパク質欠損イネ系統におけるエ

リシター応答性を活性酸素生成、遺伝子発現等を指標として解析し、応答にいたるシグ

ナル伝達過程を、Ｇタンパク 質の役割を中心に解明する。

４）植物における生命現象の分子機構の解明

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：強光照射下での光化学系ⅡＤ１蛋白質の完全分解に関与するプロテアーゼの特

性を明らかにする。また、酸性環境下より分離された光合成細菌の光合成色素、亜鉛を

Zn-BChl a Mg-BCh l a Chl a中心金属とする の構造を 普通の および 水稲とパセリの、 、 、

と比較しながら高分解能 によって解析する。NMR

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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：光形態形成過程で特異的に発現変動を示す遺伝子をマイクロアレイ解析により

同定・単離する。

（２）物質固定・代謝および転流・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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネの炭素代謝とストレス耐性に及ぼすトウモロコシＣ４光合成酵素 のPEPC
影響を明らかにする。

②エレオカリスにおける 光合成型の変換とそれに伴う光呼吸の制御機構の解析C3-C4
担当：生理機能研究グループ

研究計画：気相と水相で生育したエレオカリスにおける光呼吸酵素の細胞特異的な発現を

調査するとともに、アブラナ科の 中間植物と 植物から作出した交雑植物につC3-C4 C3
いて葉内部構造や光呼吸形質を生理遺伝学的に解析する。

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

担当：生理機能研究グループ



（ 、 、 ）研究計画：イネの登熟や糖の転流に関与する形質 糖の出穂前蓄積 葉身窒素 ルビスコ

を支配する遺伝子座の解析、並びに出穂期前後に発現する遺伝子群のモニタリングを行

う。また、 等を用いて、未熟種子で特異的に発現するプロテイYeast two-hybrid system
ンキナーゼ のサブユニット構造や標的タンパク質を解明する。OSK

（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

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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：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 のトランスPetSPL1
ポゾン挿入変異体を選抜し、花器官の数や形態に関わる表現型を解析する。また、イネ

から新たなジンクフィンガー型転写因子の遺伝子を単離する。

②転写因子機能を利用した雄性および雌性不稔誘導技術の開発

担当：生理機能研究グループ

研究計画：ペチュニアから単離したジンクフィンガー型転写因子 の遺伝子についZPT3-2
in situて、形質転換植物を用いて機能解析する。また遺伝子発現の組織特異性を

等を用いて解析する。hybridization

（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

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：複合タンパク質と考えられている原形質膜オーキシン受容体の各構成成分を明

らかにする。また、構成成分の一つとして既に明らかにしているオーキシン結合タンパ

ク質について変異解析を行い、オーキシン応答に対する変異効果を調査する。

５）動物における生命現象の分子機構の解明

（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 細胞等の増殖および分化制御要因の解析ES
担当：発生分化研究グループ

研究計画：既存のマウス 細胞の分化誘導に綿製ガーゼを利用したオルガノイド形成培ES
養系を適用して、分化組織複合体の構築技術を確立する。また、同じ 細胞を免疫不ES
全マウスの皮下に注入し、奇形腫を形成させ、その過程を経時的に、組織学的に解析し

て培養系で再構築された分化組織複合体と比較する。

② 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IGF-1
子の発現様式の解析

担当：発生分化研究グループ

研究計画：家畜の胚、胎子、胎盤の形成に大きな影響を及ぼすインスリンの受容体遺伝子

について、品種間、品種内における差異と、その生理的機能を明らかにするために、遺

伝子の塩基配列と構造の決定を行い、いくつかの品種を用いてインスリン受容体遺伝子



の多型解析を試みる。

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

担当：発生分化研究グループ

研究計画：アルギン酸ナトリウムを用いたブタ核移植卵子のカプセル化を検討し、卵管に

移植した場合の胚盤胞への発生率を調べる。また、少数の受精卵子を追加移植した場合

の受胎率の変化の有無を調べる。

④ウシ胎盤細胞の分化増殖および再構築要因の解析

担当：発生分化研究グループ

研究計画：ウシ胚盤胞由来栄養膜細胞にＴ抗原遺伝子を導入し不死化細胞系を確立すると

ともに、胎盤細胞の分化に関わる 、 等のサイトカインおよび転写因子遺伝子のFGF IGF
発現を検索する。

（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課題名：脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ筋肉内脂肪前駆細胞株を用いて、分化誘導の前後で顕著な変化を示す蛋白

質の検索を行い、脂肪細胞分化に関わる蛋白質を同定する。また、クローン家畜作出に

適した長期培養可能な体細胞株の樹立を行い、遺伝子導入を試みる。

②発育、成熟等に関与する因子の探索および同定

担当：生体機能研究グループ

HMG-CoA reductase squalene synthase CYP5研究計画：コレステロール合成酵素である 、 、

および異化酵素である ７について遺伝子の発現変動を解析するとともに、核へ1 CYP
の刺激伝達等の細胞内情報伝達系に属する ２、 １遺伝子に関し、ブタよりTyx Smad

の分離と塩基配列の決定を行う。cDNA

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構およ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および大脳皮質並びに視床下部調節機能の解析

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ、豚脳の海馬、扁桃体電位変化や視床下部由来の情報伝達物質変化を個体

レベルで測定・解析する技術を開発するとともに、ウシ、ブタにおける交感・副交感神

経系の相互的調節系を明らかにするために、体の恒常性を保つ上で重要な自律神経系の

活動変化を心電図等から解析する。

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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：シバヤギにおいて 分泌調節機構の神経活動を電気信号として解析するGnRH



手法を確立し、この活動を指標として、各種神経伝達物質および急性低栄養が繁殖機能

に及ぼす影響を検討する。

（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およ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

担当：発生分化研究グループ

研究計画：ヒメミミズ等無脊椎動物の ライブラリーを作成して、細胞分化、形態cDNA
形成、再生、性分化等に関わる主要な遺伝子の探索し、その構造、機能および制御機構

等の解析に着手する。

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

担当：発生分化研究グループ

研究計画：幼若ホルモン（ＪＨ）の生合成および分解に関わる酵素をコードする遺伝子を

単離し、その組織・時期特異的発現をＪＨ活性調節との関係から解析する。また、脱皮ホ

ルモン受容体のゲノムクローンを単離し、転写制御領域を解析するとともに、レポータ

ーアッセイにより転写誘導の解析を行う。

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

担当：発生分化研究グループ

研究計画：真皮細胞の増殖過程を通常品種とコブ蚕の皮膚を比較しつつ明らかにするとと

もに、増殖解析のマーカーとなる分子の探索を行う。

（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

の機能および多様性の解析

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：家蚕の性決定が異常になる突然変異である間性個体の特徴を明らかにするた

め、１次、２次、３次性徴のそれぞれにおいて生殖器や関連する組織における形態学

的特徴を摘出し、記載を行う。

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

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：鱗翅目ヤママユガ科の絹糸昆虫のフィブロイン遺伝子の構造解析をすすめ、国

内産の種では種内変異の検討を行う。また、フィブロイン遺伝子の種間変異の検討のた

め、核遺伝子および核外遺伝子を対象に分子系統解析に着手する。



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

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：キサンチン脱水素酵素活性を欠くカイコ突然変異体ｏｇの原因遺伝子を同定す

る目的で、モリブデン補酵素生合成系遺伝子の単離を試み、その中からｏｇ遺伝子座に

対応するものを探索する。また、エクジステロイドが機能する細胞内環境の分子的基盤

を明らかにするため、特異性を担うエクダイソンレセプターと相互作用する分子の検索

等を通して、関連遺伝子の単離に着手する。

（６）昆虫の触角葉等における匂い情報の伝達・処理機構およ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昆虫の触角葉およびキノコ体における匂い情報の伝達・処理機構の解明

担当：生体機能研究グループ

研究計画：匂い刺激によって触角葉に生じる糸球体活性化パターンと糸球体からの出力信

号との関係を明らかにするために、光学的測定法、電気生理学的手法を併用した解析を

試みる

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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：昆虫の味覚受容伝達系を解明するため、味覚器官の電気的応答の細胞外記録と

解析方法の確立、これまでに味覚組織から単離した遺伝子の解析、化学感覚に関連する

新規な分子の単離方法の検討等を行う。

（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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：休眠、低温耐性等の解明の一環として、ハムシ類、ゴキブリ類等の環境制御因

の解明を図るとともに、長期乾燥休眠を行うユスリカ等の発育停止の生理特性解明に着

手する。多型・相変異等の生理機構解明のため、コオロギやバッタ類の多型個体間の生

理特性の比較研究を行う。

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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：アミノ酸代謝に関わる酵素としてカイコのグルタミンアミドトランスフェラー

ゼ等について特性解明に着手する。さらに、昆虫の血糖トレハロースの分解酵素である

トレハラーゼについて糖鎖の分析を行う。また、ステロールの栄養要求等についてカイ

コとエリサンの比較を行う。



６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：高塩濃度環境におかれたイネの細胞は、ナトリウムイオンのみならずクロライ

ドイオンを吸収し、液胞に隔離することにより電気的中和と浸透圧維持に働くと考えら

れる。すでに得ているイオン輸送体遺伝子の細胞内局在性を解析することにより、その

役割を明らかにする。

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

担当：新生物資源創出研究グループ、生理機能研究グループ

研究計画：環境ストレスによって植物細胞がアントシアニン合成の誘導を受ける時の細胞

質 およびシアン耐性呼吸の動態を解析するとともに、 の発現誘導pH alternative oxidase
機構をプロモーターのトランジェントアッセイ系で解析する。

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：マイクロアレイを用いて からのシグナルによって発現する遺伝子を網羅phyA
的に検索し、さらにそれらの時系列を明らかにする。

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：抵抗性遺伝子が病原体の多様性と変異性にどのように対応して自らを多様化さ

、 、せているかについて 我々が単離したイネのいもち病抵抗性遺伝子 を材料としてPi-b
抵抗性と感受性の間で抵抗性遺伝子とそのアナログ違いをインデｲカ、ジャポニカ間で

比較するとともに、さらに広く事例を求めて検討する。

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画：根粒に特異的な転写調節因子について、ミヤコグサを用いた形質転換実験等に

よりそれらの機能と発現調節機構を明らかにする。

（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 ファクター応答の解析Nod
担当：生理機能研究グループ

研究計画：ミヤコグサ根粒菌の生産する ファクターに対する植物の応答を形態学的Nod



および遺伝子発現の面から解析する。

②ミヤコグサ 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cDNA
担当：生理機能研究グループ

研究計画：ミヤコグサ クローンを用いて 以上の重複のない を含む包括EST 15,000 cDNA
的なマクロアレイを構築し、 ファクターおよび根粒菌感染に伴う遺伝子発現プロフNod
ァイルを明らかにする。

（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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ハリクチブトカメムシの微量行動制御物質、ゴマダラカミキリやリュウキュウ

クロコガネの性フェロモン活性成分の単離を試みるとともに、クロヤマアリ等の体表炭

化水素多型の解明に関する研究に着手する。

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

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画： 昆虫の摂食、生存等に影響を及ぼす植物由来殺虫性蛋白質等の成分を解明す

るために、簡便で効率的な検索手法を開発するとともに、吸汁性昆虫の摂食行動特性解

明を進める。

（７）トビイロウンカ共生微生物等の系統解析およ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および共生関連遺伝子の解析

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：トビイロウンカ ライブラリー作製のため、累積 クローンの配列デーEST 5,000
タを得る。共生微生物ウォルバキアが感染する組織において、特異的に発現する遺伝子

を探索する。動物セルラーゼの探索を行い、セルラーゼ遺伝子改変に向けて、遺伝子発

現系を作製する。カメムシウイルス遺伝子のリボソーム内部進入配列の直下に様々なコ

ード領域を連結し、この配列の汎用性を調査する。昆虫腸内におけるエンテロバクター

等細菌の定着、増殖に関わる遺伝子の単離を進める。

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

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

ファイトプラズマ等昆虫・植物循環微生物の宿主内潜伏感染の野外における実態を明ら

かにする。

（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

構および植物－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

担当：昆虫適応遺伝研究グル－プ

研究計画：昆虫ウイルスでは、ドウガネブイブイの病原である昆虫ポックスウイルスのス

ピンドルの蛋白質の解析を進める。殺虫性の芽胞細菌である 菌の産生する数種δ－Bt
内毒素がカイコ品種に及ぼす影響調査を進め、カイコのδ－内毒素抵抗性遺伝子の探索

に着手する。昆虫病原糸状菌については、ボーベリア属菌株の簡易識別方法について検

討すると共に、ボーベリア・ブロンニアテイ菌が産生する毒素蛋白質の性状調査を進め

る。昆虫病原微胞子虫等では垂直伝搬機構を解析するために、主にカイコ生殖器官の培

養に着手する。

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

担当：昆虫適応遺伝研究グル－プ

研究計画：植物－微生物－昆虫の相互作用解明のため、クワ暗斑病菌が産生するトリコテ

セン類に属する毒素の機能について検討する。

（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および生体防御機構解

析のためのインビトロ培養細胞系の開発

①正常および遺伝子改変マウスを用いた免疫系の機能解析

担当：生体防御研究グループ

研究計画：免疫関連遺伝子を改変したマウスに炎症反応、免疫寛容を誘導し、組織形態お

よび細胞機能を正常マウスと比較することにより、機能成熟に異常を認める細胞群を同

定する。

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

担当：生体防御研究グループ

研究計画：脳、消化器で特異的な働きを有するマクロファージ系細胞および 細胞の活T
性化に伴う遺伝子動態を解析するとともに、新規機能分子の遺伝子の単離を進める。

（１０）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変および機能、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および機能、発現機構の解明

担当：生体防御研究グループ

研究計画：先天性免疫の関与する因子を解析するために、カブトムシ等の抗菌性タンパク

質を精製、単離し、その特性、アミノ酸配列、構造を明らかにするとともに、細菌に対

する作用メカニズムを調べる。

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新生物資源の開発

（１） 光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上C4
① 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C4



担当：生理機能研究グループ

研究計画：トウモロコシのＣ４光合成酵素 と を併せ持つ形質転換イネを複数PEPC PPDK
系統作出する。また、３番目のＣ４光合成酵素 導入用コンストラクトを作成NADP-ME
する。

②植物の草型制御技術の開発

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：ジベレリン関連遺伝子やブラシノライド関連遺伝子等の発現制御を可能とする

ベクターを構築するとともに、形質転換イネの発現解析を行う。

（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性個体、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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：溶菌活性の高い多糖分解酵素の遺伝子をイネで効率よく発現するように加工後

イネに導入し、得られた組換えイネのいもち病抵抗性を検定する。また、いもち病抵抗

性のイネ品種でいもち病菌接種後に誘導的に発現する遺伝子群を同定する。

② 遺伝子を用いた酸性土壌耐性ダイズおよびムギ類の作出PEPC
担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画： (ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ)遺伝子をオオムギおよびPEPC
ダイズへの導入を試みる。

③環境ストレス耐性機能を強化した組換え個体の開発

担当：生理機能研究グループ

ZPT2-3研究計画：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

の をペチュニアに再導入して高発現し、形質の変化を解析する。cDNA

（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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：コレステロール値低下作用を示すダイズグリシニンの集積レベルを高めるた

め、２種類のグリシニン遺伝子を種子胚乳で特異的に発現、蓄積させた組換えイネの作

出する。また転写因子を利用して発現を高める手法の開発を進める。

２）新たな マーカーの開発DNA
（１） マーカーによるイネ育種選抜システムの開発DNA
① マーカーによるイネ育種選抜システムの開発DNA
担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：イネの着粒数に関与する量的形質遺伝子座を検出し、染色体上へ位置づける。

出穂期および穂発芽抵抗性に関与する遺伝子の選抜指標となる検出が容易な マーDNA



カーを作出し、それらを利用して準同質遺伝子系統群を作出する。イネの出穂期予測法

の開発に向けて、出穂期の異なる品種・系統における単離・同定された出穂期関連遺伝

子の構造変異並びに発現量の差を調査する。

（２）ブタの肉質等に関連する マーカーの開発DNA
①ブタの肉質等に関連する マーカーの開発DNA
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：ブタの肉質等の 解析のため、実験家系の生産および多型マーカーの解析QTL
を行う。また、家系間で共通に利用できるマーカーを開発するとともに、その情報を取

り入れた効率的な 解析のための統計モデルを構築する。QTL

（３）カイコの絹の高品質化等に関連する マーカーの開発DNA
①カイコ耐病性関連 マーカーの開発DNA
担当：ゲノム研究グループ

研究計画：カイコの耐病性等に関わる遺伝子の単離に向けて、新たな ライブラリcDNA
ーの調製を試み、これを用いて連鎖解析に用いる新たな マーカーの開発に着手すDNA
る。

３）放射線利用技術の開発

（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および変異率の比較

担当：放射線育種場

研究計画：種子繁殖および栄養繁殖作物に対しガンマ線およびイオンビームを照射した場

合の線量反応、変異率および染色体への影響を調査し、その結果を基に生物学的効果を

明らかにする。

②効率的な突然変異誘発技術の開発

担当：放射線育種場

研究計画：代表的な作物について照射材料の種類および放射線核種やエネルギーの違いに

よる変異の種類および頻度を明らかにする。

（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

担当：放射線育種場

研究計画：木本性作物の各種耐病性突然変異の誘発・選抜方法を開発するためのガンマ線

、 、 、 。等照射条件 病原菌の接種等条件 キメラ解消法等の検討を行い 基礎的な知見を得る

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

担当：放射線育種場



研究計画：ガンマ線やイオンビームの照射と培養等を組み合わせた突然変異誘発・選抜技

術を果樹、茶等の作物に適用して各種素材作出法の開発を図るとともに、果樹等におい

て、効率的な形質転換技術を開発するための基礎的知見を得る。

（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

担当：放射線育種場

研究計画：インディカ種カサラースとの交配 分離集団を用いた 分析により、低F2 PFLP
グルテリン突然変異 およびグルテリンスポット１ 欠失突然変異 の染色体上Lgc1 a glu1
の位置を明らかにする。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開発および単離

担当：放射線育種場

研究計画：ガンマーフィールドにおける緩照射、ガンマールームにおける急照射を含めた

様々な放射線照射法を用いて新規種子貯蔵タンパク質関連突然変異体単離のためのスク

リーニングを行う。

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

（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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：血圧降下作用を持つ卵白アルブミン由来の生理活性ペプチドを貯蔵タンパク質

の可変領域に挿入し、生理活性ペプチドを貯蔵タンパク質の一部として種子胚乳中に特

異的に集積した組換えイネを作出する。

（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

担当：昆虫生産工学研究グル－プ

研究計画：カイコ人工飼料残渣等との全自動分別装置の開発を行う。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化

担当：昆虫生産工学研究グイル－プ

研究計画：カイコの人工飼料添加用に適した桑品種育成を目的に交雑実生からの個体選抜

を実施する。

２）生体機能模倣技術の開発

（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

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



担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：センシング要素技術開発に重要な味覚組織抽出液の分析および効率的な固定化

技術を検討するとともに、肝細胞認識分子を導入した絹フィブロイン作出を行う。

（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

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：マクロ生体信号解析の一つとしてカイコ幼虫の体積変化の物理的計測手法開発

に着手するとともに、昆虫筋電位等のミクロ生体信号の解析が可能なマイクロデバイス

を開発する。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発

（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

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ヒメハナカメムシ類について、地域集団の交配による休眠性の遺伝様式の解析

を開始すると共に、種による生息場所の違いなど、天敵として有用な特性の解明を進め

る。またカブリダニ類とヒメハナカメムシ類について、 法や 法を用いRAPD PCR-RFLP
て、種間関係、種内多型の解析を開始し、系統識別マーカーの作出に着手する。

（２）環境負荷物質の低減およ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および環境修復のための組換え植物の作出

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：環境負荷軽減のため、薬物代謝型 遺伝子等を導入した組換えイネを作出P450
し、固定化を図る。また、既作出形質転換体を用いて、代謝能力を解析する。

４）新素材および新蚕糸技術の開発

（１）セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発および飼育技術の開発

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成および飼育技術の開発

担当：昆虫生産工学研究グル－プ、昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：細繊度の優性３眠蚕系統を育成するため素材の選定を行う。セリシン蚕では、

セリシン量の改良を行うとともセリシン蚕の上蔟法を検討する。また、綿繭等、特異

な繭糸質を有する品種の系統選抜を開始する。また、特徴ある蚕品種の飼育に適した効

率的な桑栽培技術と飼育法を確立するため、異なる桑葉の比較試験を開始する。さらに

保有するカイコ育種素材系統を維持、増殖しつつ、家系、血縁等に着目した レベDNA
ルのデータに基づく素材評価法の開発と有用物質生産用等、新規性のある素材系統の開

発に着手する。

（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



担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：キチンミクロスフェアを薬物徐放剤に利用するため、粒径の均一なミクロスフ

ェアを得るための効率的な化学修飾法および調製方法の検討を行う。

（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

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：絹タンパク成分の単離と材料特性の解明および絹粉末複合による合成樹脂の改

質を検討する。また、クモ糸タンパクを対象に、種々の分光手段を用いて高次構造の解

析を行う。

（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出およ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・機能評価および新衣料素材の作出

担当：昆虫生産工学研究グル－プ

研究計画：昆虫由来色素で染色したタンパク質繊維の繊維害虫による食害試験により、昆

虫由来色素の機能評価を行う。また、シルクの機能性利用のため、太繊度シルク用感知器

の設計・試作を行うとともに、細繊度繭糸利用複合よこ糸の作製と加工を行い、超薄地

織物の設計を行う。

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

担当：昆虫生産工学研究グル－プ

研究計画：絹タンパク質への機能性付与に向けた基礎的知見を得るために、セリシンタン

パク質への化学修飾手法を検討する。細繊度繭糸蚕「はくぎん」の３眠化繭を用いた場

合の極細繊度生糸の繊度制御技術を開発するとともに、伸縮性繊維とのハイブリッド化

による伸縮性を有する太繊度生糸の繰製方法を検討する。平面絹の用途として、インテ

リア製品の開発を行う。

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

（１）遺伝子情報等に基づくイネ属等植物およ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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：葉緑体遺伝子等の塩基配列に基づく栽培植物およびその近縁野生植物の遺伝子

多様性を解析し、その関係を明らかにする。

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

担当：遺伝資源研究グループ



研究計画：代表的な植物病原細菌であるイネ白葉枯病菌の 等病原性遺伝子群をクロhrp
ーン化し、その構造を明らかにする。

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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：擬頭の形成が主要な鑑別形質とされるフザリウム属菌の種について、分子系統

データと比較して分類形質を再評価、整理し、さらに種の記載、再定義を行う。

（２）野生植物等の集団動態解析法の開発およ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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：日本に自生する代表的作物－野生種複合であるアズキ作物－野生種複合を対象

に、アズキのマイクロサテライトをクローニングして、集団構造動態調査のためのマー

カーを開発する。

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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：豚の小集団を対象に，直接遺伝効果，母性遺伝効果，母性環境効果等のモデル

への寄与を明らかにし，有効な評価モデル構築に着手する。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能およ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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネカタラーゼ遺伝子 プロモーター領域に挿入されている転移性因子とCatA
遺伝子発現との関係について明らかにする。

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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：植物の耐凍性等の機構に関わるタンパク質等の探索、単離を行い、限界環境適

応能および分子機能の多様性を解析する。

（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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：代表的な病原微生物であるイネいもち病菌の病原性発現に係わる遺伝子群のう

ち、非病原性遺伝子の解析を行う。

（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およ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

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：卵管上皮培養液を添加したコンディションメディウム等を用いた培養条件が、

ブタの卵子の発生能および初期胚の発生能に及ぼす影響を明らかにする。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：アジアにおける代表的作物近縁野生種であるイネ属やアズキ亜属の野生種にお

ける集団の多様性に関する地理的分布を調査する。

２）実験用動植物の開発

（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

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：遺伝子破壊系統を作出して４万系統とする。また、破壊遺伝子の解析を行う７

００系統を圃場に展開し、観察される変異形質をデータベース化する。

（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免疫不全および炎症性疾患モデルマウスの作出

担当：生体防御研究グループ

研究計画：トランスジェニックマウス、ノックアウトマウスおよび多因子疾患モデルマウ

スを遺伝的背景の異なるマウスと交配を行う。また病態解析および遺伝解析を行う。

②疾患モデル動物作出のための効率的・新規技術の開発

担当：生体防御研究グループ

研究計画：効率的にモデル動物作出技術開発を行うために、実験用マウスを対象とし、雄

生殖細胞のゲノムの改変技術を検討する。

（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

担当：生体防御研究グループ

研究計画：ブタ体外培養受精卵の移植による産子生産技術を確立し、ブタ受精卵前核注入

法によるトランスジェニックブタ作出の効率化を行う。また動物細胞で複製可能な人工

染色体の開発に取り組む。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発

（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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：恒常的に強く発現するプロモーター（ プロモーター）についてその発現パEF



ターンを解析する。また、利用しやすいようにカセット化を図る。

②バイナリー型植物発現ベクターの開発

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：植物起源の多様なプロモーターあるいはエンハンサー配列を組み込んで、植物

における特性を検定するための新規バイナリー型発現ベクターの構築を実施する。

（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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：相同組み換えに直接関与すると考えられる 経路の遺伝子をイネ、アラRad52
ビドプシスより単離解析すると共に、これらの遺伝子の発現を増減させた植物体を育

成し、相同組み換え能の変化について解析する。

（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コムギおよびダイズの形質転換技術の開発および改良

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：コムギについては効率的な再分化系を確立するために、高い再分化能を有する

品種や系統の検索および作出を行う。

（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および昆虫培養細胞

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および組換

えウイルス作出技術の開発

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫への の注射法の改良等による組換え昆虫の作出法の改良および組織DNA
特異的なプロモーターを利用した導入遺伝子の発現特性の解析並びに昆虫への接種法等

の改良による組み換えウイルスの感染向上法の検討を行う。

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

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫培養細胞株を短期間に作出するため、細胞接着基質の選抜と、特異遺伝子

の導入法を開発する。また順次作出された培養細胞株の機能を解析する。作出された培

養細胞株を利用して微生物の各種細胞壁構成成分に対して応答能のある免疫研究モデル

となる培養細胞株を選抜する。また同細胞株を用いて昆虫生体防御関連遺伝子プロモ

ーターの転写調節領域の解析法の確立を図る。

（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

担当：新生物資源創出研究グループ



研究計画：遺伝子組換え作物の社会的認知の向上および技術の高度化を図るために、抗生

物質を用いた選抜マーカーを回避する技術の可能性を検討評価する。

②代謝系遺伝子等を利用した選抜技術の開発

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：動物由来代謝系酵素遺伝子を用いた形質転換植物体選抜の可能性を明らかにす

る。また、選抜マーカーとしての利用可能性を探るため、再分化関連遺伝子の解析を行

う。

（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

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：植物ホルモン等の遺伝子導入により積極的に形態を変化させた組換え農作物に

ついて、閉鎖系温室において他感物質の産生や雑草性に関わる特性等について調査する

とともに、遺伝子を導入した組換え体植物における外来遺伝子とその産物の台木・穂木

間での転流の有無について、ＤＮＡおよびｍＲＮＡレベルで解析する。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

（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

担当：ジーンバンク

研究計画：ネパールから探索・収集したソバ属野生種のＲＡＰＤ分析を行い、ネパール産

野生種ソバの遺伝特性を明らかにする。収集・受入目標点数は、概ね植物４千点、微生

物５百株、動物 点を目安とする。18

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 マーカー開発DNA
担当：ジーンバンク

研究計画：家禽（アヒル、ニワトリ）等動物遺伝資源の特性評価のためのマイクロサテラ

イト マーカーを開発するとともに、野生種等の有用遺伝子利用に着目し育種素材DNA
化を進める。特性評価目標点数は、概ね植物１５万点、微生物１万５千点、動物７百点

を目安とする。

（２）遺伝資源の保存・管理と品質管理法の高度化

①遺伝資源の長期保存と汚染種子微生物相の解析

担当：ジーンバンク

研究計画：アルタナリア等種子汚染微生物がナス科等野菜種子の発芽に及ぼす影響を明ら

かにするとともに、引き続き動植物、微生物遺伝資源の長期保存を進める。

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

担当：ジーンバンク・遺伝資源研究グループ



研究計画：遺伝資源の来歴情報および特性情報の管理・提供システムを高度化するととも

に、海外から導入した植物遺伝資源の情報公開に着手する。また、引き続き海外との

遺伝資源交換を円滑化するための枠組み構築を進める。

２ 専門研究分野を活かした社会貢献

（１）分析、鑑定

依頼分析および鑑定の為の規程を整備して、民間等からの分析および鑑定の依頼に応じ

る。

（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実施するほか、国が主催する

研修に積極的に協力する。

②依頼研究員規程（仮称 、講習規程（仮称）等を整備して、他独立行政法人、大学、公）

立研究機関、民間等の研修生、を受け入れるほか、 等の海外からの研修生も積極JICA
的に受け入れる。

③外部に対する技術相談窓口を設置し対応する。

（３）行政、国際機関、学会等への協力

①国や 等からの要請に応じて専門家を派遣する。JICA
②ゲノム等先端研究に関する国際会議を開催する。

③依頼照射手続きを簡素化し、公立機関、民間等からの依頼照射の促進に努める。

３ 成果の公表、普及の促進

（１）成果の利活用の促進

①直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果を得られるよう努める。

②研究資料、研究成果情報、研究所年報（和文、英文）および研究所ニュース等を発行す

る。

③インターネットのホームページを随時更新し、最新の情報を提供する。

④遺伝資源の配布規程を整備し、配布を行う。

⑤ゲノムの塩基配列情報は、インターネット等を通じて迅速に公開する。

⑥単離した有用遺伝子等の研究成果は共同研究や研究成果移転促進事業により、他の独立

行政法人や民間等に技術移転する。

（２）成果の公表と広報

①得られた研究成果については、迅速な学会発表や論文発表を奨励する。

②研究所の展示室、つくばリサーチギャラリーについては、最新の成果を展示する。

また、研究所の公開を行うとともに見学者への案内に努める。

（３）知的所有権等の取得と利活用の促進



①職務発明規程、育成者権等利用規程、特許権等実施規程等を整備し、知的所有権の取得

を奨励するとともに外国への出願も行う。

②育種の研究成果が得られた場合は、積極的に品種登録を行う。

③実用化の促進を図るために研究成果移転促進事業等を通じて知的所有権の利活用を促進

する。

予算（人件費の見積りを含む 、収支計画および資金計画Ⅲ 。）

１３年度予算額については、適切な業務運営に努め、効率的に執行する。

平成１３年度予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 ８，０１１

施設整備費補助金 １０９

受託収入 ５，６９５

諸収入 ８

計 １３，８２３

支出

業務経費 ２，１３２

施設整備費 １０９

受託経費 ５，６９５

試験研究費 ５，４３４

管理諸費 ２６１

一般管理費 １，５２５

研究管理費 １８５

管理諸費 １，３４０

人件費 ４，３６２

計 １３，８２３

（注記）４月１日確定額に基づき作成



平成１３年度収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １３，３２８

経常費用 １３，３２８

人件費 ４，３６２

業務経費 １，８４６

受託経費 ５，２２５

一般管理費 １，５１７

減価償却費 ３７８

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 １３，３２８

運営費交付金収益 ７，７１７

諸収入 ８

受託収入 ５，２２５

資産見返負債戻入 ５７

資産見返物品受贈額戻入 ３２１

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

（注記）４月１日確定額に基づき作成



平成１３年度資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３，８２３

業務活動による支出 １２，９５０

投資活動による支出 ８７３

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １３，８２３

業務活動による収入 １３，７１４

運営費交付金による収入 ８，０１１

受託収入 ５，６９５

その他の収入 ８

投資活動による収入 １０９

施設整備費補助金による収入 １０９

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

（注記）４月１日確定額に基づき作成



その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画Ⅳ

１ 施設および設備に関する計画

１３年度の施設および設備に関する計画は、研究棟上水・井水配管改修を行う。

２ 人事に関する計画（人員およ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

重点研究領域への職員の重点配置等を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推

進を行う。管理部門については、事務処理の一元化等を行い、効率化を図るとともに、適

切な職員配置を行う。

２）人員に係る指標

常勤職員数については、独立行政法人移行時は４３７名とし、年度末は４３４名とす

る。

（２）人材の確保

① 職員の新規採用については、選考採用および国家公務員採用試験の活用により行う。

研究職員については任期付任用の拡大を図る。また、中期目標達成に必要な人材を確保

するため、ポストドクター等の派遣制度を活用する。

② 広く人材を求めるため、研究を行う職については公募の導入を図る。


