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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
305-8602 2 1 2本部地区 〒 茨城県つくば市観音台 丁目 番地の

（電話番号 ）029-838-7406
305-8602 3 1 3農環研地区 〒 茨城県つくば市観音台 丁目 番地の
305-8634 1 2大わし地区 〒 茨城県つくば市大わし 番

池の台地区 〒 茨城県つくば市池の台 番地305-8602 2
305-8602 3 1 5動衛研地区 〒 茨城県つくば市観音台 丁目 番地の

放射線育種場 〒 茨城県那珂郡大宮町大字上村田字長田 番319-2293 2425
新蚕糸技術研究チーム 〒 長野県松本市県 丁目 番 号390-0812 1 10 1
生活資源開発研究チーム 〒 長野県岡谷市郷田 丁目 番 号394-0021 1 4 8
昆虫遺伝研究チーム 〒 山梨県北巨摩郡小淵沢町 番地408-0044 6585

３ 資本金の状況
平成 年 月の資本金は 円となっている。14 4 40,319,066,059

４ 役員の状況
理事長（ 人、任期 年） 桂 直樹（平成 年 月 日まで）1 4 14 8 31

岩渕 雅樹（平成 年 月 日から）14 9 1
理事 （ 人、任期 年） 中島 皐介2 2

井上 元
監事 （ 人、任期 年） 元井 葭子2 2

立道 美朗（非常勤）
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５ 職員の状況
平成 年 月 日現在の常勤職員数は 名となっている。14 1 1 423

６ 根拠法
独立行政法人農業生物資源研究所法（平成 年 月 日法律第 号）11 12 22 193

最終改正：平成 年 月 日（法律第 号）12 5 26 84

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 年 月 日に発足13 4 1
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 年度の業務の実施状況14

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 評価・点検の実施
① 評価基準などの見直し

外部専門家・有識者から構成される独立行政法人農業生物資源研究所評価委員会（生
物研評価委員会）など自己点検に係る諸会議を開催し、平成 年度の成果の検討を行っ14
た(図１ 。前年度の農林水産省独立行政法人評価委員会、生物研評価委員会などでの指）
摘を踏まえ、予算、人材など投入された研究資源を十分踏まえた評価が行えるよう評価
のやり方に改善を加えた。

② 分野別研究推進戦略会議、農業生物資源研究所評価委員会の開催
、昆虫・動物生命科学研究推進戦略会議及び植物生命科学研究推進戦略会議においては

生物研評価委員会に向け、研究グループ別評価検討会での評価結果を確認・総括した。
生物研評価委員会では、この評価資料を活用し、中期目標の達成状況についての評価が
実施された。この自己評価の結果はホームページ上に公開する（参考資料１「自己評価
結果 。なお、平成 年度の自己点検評価の結果については研究所のホームページ上で」） 13
公開した。

③ グループ別評価検討会の開催
自己点検の出発点となる、研究グループごとの評価検討会では、グループ内での評価

検討に加えて、全員（ 名）のグループ長等を評価委員とするピア・レビューを新たに14
導入して、試験及び研究並びに調査の達成状況を評価した。

④ 研究職員の業績評価
公正で透明な評価を実施するために、業績評価に関する基本的考え方「農業生物資源

研究所における業績評価について」をとりまとめ、業績評価マニュアル（案）を作成し
た。これに基づき、 、 年度の業績評価の試行を実施し、その結果をもとに業績評価13 14
マニュアルを改善・確定し、平成 年度早期に本実施を行う予定である。15

グループ別評価検討会

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

図１ 諸会議等の流れ
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２ 研究資源の効率的利用
① 研究資源の充実

科学技術振興調整費等の競争的資金制度等へ所内の研究者が積極的に応募することを
奨励・援助することにより、前年度の約 倍の 件の応募を行った。その結果、 件が1.8 87 11
採択された（表１ 。）

平成 年度に競争的資金制度等の資金を獲得して実施したプロジェクト研究は 件、14 47
獲得総額は 百万円であり、全研究資金にしめる割合は約 ％であった（図２ 。1,358 21 ）

※金額は、外部機関への再委託額を除いたものである。

② 研究資金の配分
研究資源の効率的利用を図るため、シーズ培養、 研究、研究加速化、新規異動者支FS

援などを目的とする「所内研究推進費」 件（応募件数 件）に 百万円、通常の研究26 41 26
費では賄えない備品、高額役務、シンポジウム・研究会の開催の経費などを支援し、研

一般研究費 (1,675)

交付金プロ (392)

ジーンバンク事業費 (417)

農水省委託プロ (2,391)

競争的資金 (1,358)

その他 (236)

百万円研究資金 総額 6,468

図２ 平成 年度 研究資金の内訳 （単位：百万円）14

表１ 競争的資金制度等への応募と採択実績 （平成 年度）14
所管 制度 応募数 採択数

1 0文部科学省 科学技術振興調整費・戦略的研究拠点育成
2 0〃 ・先導的研究等の推進
2 1〃 ・若手任期付き研究員支援
35 4科学技術研究費補助金
1 1大学発ベンチャー創出支援
1 1産学官連携イノベーション創出支援
1 1厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金
6 0農林水産省 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
6 0科学技術振興事業団 戦略的創造研究推進事業
9 0重点研究支援研究員制度

新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業生物系特定産業技術
11 3研究推進機構 ・一般型研究
9 0〃 ・若手研究者支援研究
1 0新エネルギー・産業 産業助成事業

技術総合開発機構
2 0民間 等 加藤記念研究
87 11計
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究の活性化を図ることを目的とする「研究活性化経費」 件（同 件）に約 百万円、27 60 30
戦略的調査・研究情報収集、国際学会運営のための派遣、若手研究者の国際学会等参加
などを目的とする「外国旅費等」 件（同 件）に約 百万円を配分した。25 50 9
知的所有権の確保と成果の有効的利用を図るため、知的所有権関係経費へ重点配分す

ることとし、対前年度 百万円増の 百万円を配分した。78 144

③ 施設・機械利用計画
組換え体温室、植物ゲノム機能解析棟などの施設及び実験圃場については、運営委員

会や圃場委員会などを開催し、効率的利用・運営に努めた。また、大型の競争的資金に
よる研究を円滑に遂行するため、プロジェクト終了までの時限的使用スペースの確保な
ど施設の弾力的な利用を図った。 年度現在、研究スペースの時限的利用を認めている14
ケースは 件である。5
研究所の共通経費から維持費等の経費を配分し適切な維持管理を図ることにより、共

用機器の有効かつ効率的な利用に努めた。
、 、 。また 共同研究等を通じて 各種施設や共用機器の利用機会を外部の研究者に与えた

３ 研究支援の効率化及び充実・高度化
① 技術移転機能の強化

知的所有権関係経費を増額し知的所有権の取得に対する支援を強化するとともに、技
術移転科職員に弁理士養成のための講座（ 年間）を受講させたり、米国大学技術管理者2
協会（ ）年会（開催地：米国オーランド）に派遣するなど、各種研修等に参加さAUTM
せることにより資質の向上に努め技術移転科の機能強化を図った（表２ 。）

② 研究情報の収集、提供
当法人の幅広い研究領域をカバーするため、オンラインジャーナルによる専門誌等の

購読を 誌から 誌に拡大するとともに、オンラインジャーナル一覧及び利用法につい51 109
て所内向けホームページ等により周知に努め、所内研究者の利便性を一層向上させた。
なお、 年度に引き続き、総合オンラインジャーナル を他の独立行政法人13 Science Direct
とともにコンソーシアムによる契約で購読した。

Annual Report一方 農業生物資源研究所ニュースに加えて 研究所資料 研究所年報、 、 、 、
をオンラインジャーナル化し、研究所のホームページから外部へより多くの研究情報を
発信した。

③ 外部委託計画

表２ 知的所有権に関する研修等への派遣実績
研 修 名 等 主催者 参加人数

弁理士入門講座及び法学基礎講座 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 名LEC 1
平成 年度知的財産権研修 特許庁 名14 2
バイオ分野に関する説明会 特許庁 名5

特許庁 名タンパク質の立体構造の特許性に関する説明会 3
特許情報データベース 研修 ㈱パトリス 名PATOLIS 1
平成 年度知的財産権制度説明会 特許庁 名14 1
知的財産マネージメント研究会 （任意団体） 名5
米国大学技術管理者協会( )年会 名AUTM AUTM 2

計 名20
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施設、機械等の保守管理のうち、その性能を維持するためには専門的な知識や技能を
必要とする業務については、積極的に外部委託することとしている。
施設の保守管理については、実験廃水処理施設運転保守管理業務、庁舎の電気・機械

設備運転保守管理業務、エレベータ保守管理業務、放射線施設保守管理業務等を外部へ
委託した。その他、外部に委託したほうが効率的な庁舎等の清掃・警備業務等について
も外部委託を行った（約 件、 百万円程度 。60 400 ）
研究用機械器具の保守管理については、 シーケンサー、気相プロテインシーケンDNA

サー、核磁気共鳴装置、染色体画像解析装置等の高性能機種の保守管理業務を外部へ委
託した（約 件、 百万円程度 。30 590 ）

④ 研究支援の効率的運営
6 28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、 チームのべ

名の人材（テクニシャン）を確保した。また、業務科職員の指導の下に人材派遣システ
ムを利用し、桑園管理業務の効率的運営を図った。

４ 連携、協力の促進
(１)他の独立行政法人との連携、協力
① 他の独立行政法人との連携、協力

共同研究実施規程等に基づき、他の独立行政法人（農林水産省所管以外の独立行政法
14 7 10 3 4人を含む との間での共同研究( 年度開始 件を含む 件 及び研究協力 同 件を含む） ） （

件）を行った。
主任研究官 名を新たに併任として派遣するなど、農業技術研究機構の融合研究「安全1

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」への協力を強化した。
植物バイテク研究に関する農業技術研究機構と当研究所との間の連携・協力関係をさ

らに強化するため、両者間で植物バイテク研究の諸問題を協議する「連携会議」を発足
させることを決定した。また、家畜改良センターとの間で研究協力に関する協約を結ん
だ。

14 15 4 16平成 年度は他の独立行政法人との人事交流として 名 うち研究職 名 の転出と、 （ ）
名の転入（同 名）を実施した。3

② 開発途上地域が行う研究開発への連携、協力
ジーンバンク事業の中で、 か国で野生稲等の共同探索（ベトナム、ミャンマー、トル4

コ、オーストラリア）及び か国でイモ類等の遺伝資源共同調査（スリランカ、インドネ3
シア、韓国）を行った。

③ ジーンバンク事業における連携、協力
関係独立行政法人 機関参画の下 「ジーンバンク事業連絡協議会」を主催し、外部委6 、

14 15員によるジーンバンク事業評価委員会の評価結果を基に、平成 年度事業実績と平成
年度年次計画の検討を行い、次年度の年次計画を策定した。
さらに、ジーンバンク事業の円滑な推進のため、ベトナム農業科学研究所との間で植

物遺伝資源探索収集に関わる合意文書を締結した。
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(２)産学官の連携、協力
①イネゲノム研究などにおける連携、協力

、 、 、 、 、 、 、 、 、我が国を中心として 米国 中国 台湾 フランス インド 韓国 ブラジル タイ
イギリスの か国・地域からなる国際コンソーシアム（国際イネゲノム塩基配列解析プ10
ロジェクト、 ）は、平成 年 月をもって、イネゲノムの重要部分の塩基配列解IRGSP 14 12
読を終了した。我が国では、当研究所と農林水産先端技術研究所が共同で国際コンソー
シアムの活動に参画し、全体の ％を解読することにより、世界の基礎科学研究に大き55
く貢献した（図３、４ 。解読の終了にあたって、海外からの参加者約 名を含む、研究） 50
者及び財政支援機関の関係者ら約 名を迎え、平成 年 月 日東京で、イネゲノム塩250 14 12 18
基配列解読記念式典を主催した。式典では、小泉純一郎内閣総理大臣が世界に向けて解
読終了宣言を行った（図５ 。さらに、イネなどのゲノム研究の現状と今後の展望を議）
論するとともに、参画研究者の国際交流を促進するため、国際イネゲノムワークショッ
プ及び国際イネゲノムフォーラムを主催した。
高精度のイネゲノム解読を土台に、ゲノム科学と技術を活用してストレス耐性など農

業上重要な形質に関するイネの遺伝子単離・機能解明などの共同研究を進めるため、国
際イネ研究所（ 、所在地：フィリピン）との間で研究協力に関する包括的な合意書IRRI

。 、 、 （ 、を取り交わした また 植物遺伝資源の保存に関して 国際植物遺伝資源研究所 IPGRI
所在地：イタリア）からの受託研究を開始した。
研究情報の受発信に加えて、国際的な研究者の交流を目的として、 （植物ゲノムCOE

Toward機能研究）国際シンポジウム「植物代謝：分子メカニズムと改変」及び「
post-genome research in plant science COE 1」、 （ ） 「昆虫機能利用研究 国際ワークショップ 第
回鱗翅目昆虫ゲノムに関するワークショップ 、開放的融合研究国際シンポジウム「ゲ」

」 「 」ノム機能から個体発生を探る 及び 水素・水和構造を含めた新しい構造生物学の開拓
などの国際的な研究集会を積極的に開催した（表３ 。）

図３ イネゲノム塩基配列解読の国際分担 図４ イネゲノム塩基配列の解読状況
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② 産学官の連携・協力
当研究所がリーダーとして、産学官にまたがる研究を推進している農林水産省委託プ

ロジェクト等においてとりまとめを行った（資料１「農業生物資源研究所がリーダーと
して推進しているプロジェクト研究概要 。また、ミレニアム植物科学研究プロジェ」）
クト研究成果報告会等を主催し、成果の受発信を行うとともに参画研究者間の交流を図
った。さらに、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて 「蚕糸・昆、
虫機能研究全国連絡会 「植物バイテク研究会 「遺伝資源研究会 「昆虫・動物生」、 」、 」、
命科学研究推進戦略会議」及び「植物生命科学研究推進戦略会議」を開催し、研究情報
の交換、研究推進に関する意見交換、要望の把握等を行った。
植物生命科学研究の推進に向けて、総合科学技術会議評価専門調査会で実施された農

林水産省の研究開発施策「イネゲノム機能解析研究」に関する検討会に関係グループ長
を派遣するなど行政部局との連携・協力を行った。また 「昆虫テクノロジー研究」推、
進のため、意見交換等を行うための昆虫産業創出ワークショップ（全国 か所）や「昆5
虫産業創出プロジェクト現地見学会 （同 か所）を民間企業、大学等の参加の下、農」 1
林水産省等との協力により開催した。さらに 「動物に関する先端技術研究の産業化」、
意見交換会（全国 か所）を民間企業、大学等の参加の下、農林水産省等と協力し開催4
した（表４ 。また 「農林水産分野における組換え体利用のための指針（農林水産省） 、
策定 」における遺伝子組換え昆虫の開放系利用の取り扱いについての議論に資するた）
め 「昆虫の組換え体利用のためのワーキンググループ」を設置し検討を行った。、

表３ 国際シンポジウムの主催

タ イ ト ル 参加人数 開催月日
NIAS-COE 159 H14. 9.30 10. 3国際ワークショップ 名 ～
"The First International Workshop of Lepidoptera Genomics"

96 H14.11. 6 11. 7家畜ゲノム国際ワークショップ 名 ～
"International Workshop on Animal Genome Analysis"

NIAS-COE 162 H14.11.19 11.20国際シンポジウム 名 ～
"Plant Metabolism: Molecular mechanisms and Engineering"

NIAS-COE 198 H14.11.21 11.22国際シンポジウム 名 ～
"Molecular Mechanism of Gibberellin / Brassinosteroid
Signal Transduction"

93 H14.11.21 11.22第４回開放的融合研究国際シンポジウム 名 ～
"Development of New Structural Biology Including
Hydrogen and Hydration"

NIAS-COE 244 H14.12. 2 12. 3国際シンポジウム 名 ～
"Toward post-genome research in plant science"

2002 NIAS 80 H14.12.11 12.12年度 遺伝資源国際ワークショップ 名 ～
"Present Status and Genetic Variability of Animal Genetic
Resources in Asian Region"

10 181 H.15. 2. 6 2. 7第 回 国際イネゲノムワークショップ 名 ～
"Genome Sequencing / Comparative Genomics"
11 233 H15. 2. 7第 回 国際イネゲノムフォーラム 名
"Rice Genome Forum XI"



- 9 -

③ 昆虫ゲノム研究の推進
プロジェクト研究「昆虫ゲノムの解析による有用遺伝子の単離と利用技術の開発」を

加速化するため、全ゲノムショットガン方式によるカイコのゲノム解読を民間企業との
共同により開始した。また、昆虫機能利用等に関して民間企業との共同研究 件（ 年11 14
度開始 件を含む）を実施した。3

④ 外国との共同研究の実施
科学技術協力に関する政府間協定等を活用して、米国、英国など か国と 課題の共16 44

同研究を行った（表５ 。また、ジーンバンク事業では、 か国で野生稲等の共同探索及） 4
び か国でイモ類等の遺伝資源共同調査を行った。3

⑤ 国内共同研究の実施
本年度中に実施した共同研究の相手先と件数は、民間企業 件、大学 件、公立試験30 21

研究機関 件、独立行政法人 件、その他研究機関 件であった。また、 年度に実施し10 11 8 14
、 、 、 。た受託研究の相手先と件数は 民間企業 件 国際機関 件 県 件及び団体 件であった1 1 1 2

、 。民間及び公立試験研究機関から依頼研究員 名 大学等から講習生 名を受け入れた12 69
また、国際協力事業団（ ）等から海外研修生 名を受け入れた。大学との人的交流JICA 18
についても積極的に進めることとし、 名の研究職員が大学との併任となっており（う25
ち、 名が筑波大学大学院及び東京大学大学院の連携大学院の併任教官 、逆に、 名の5 4）
大学教官が当研究所の併任となっている（表６ 。）

表４ 行政との連携によるワークショップ等の開催
ワークショップ等 参加人数 開催日 開催地

昆虫産業創出ワークショップ 東京 千代田区2002 in 270 H14. 8. 8
同上 群馬 約 前橋市2002 in 200 H14.10.22
同上 京都 約 京都市2002 in 120 H14.11.12
同上 福島 約 郡山市2002 in 120 H14.12. 2
同上 長野 約 松本市2003 in 120 H15. 1.24

昆虫産業創出プロジェクト現地見学会 つくば市2003 47 H15. 2.27
「動物に関する先端技術研究の産業化」意見交
換会 ～南九州大会～ 小林市28 H15. 1.27

同上 ～東京大会～ 千代田区58 H15. 2.17
同上 ～北海道大会～ 札幌市49 H15. 2.28
同上 ～東北大会～ 盛岡市55 H15. 3. 4

表５ 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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⑥ 公立研究機関との連携、協力
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）による助成研究や桑の系統適応性試験に協力し指導を行った。

５ 管理事務業務の効率化
年度に導入した独立行政法人標準会計システムについて、研究チームなどから直接予13

算執行状況を把握できるように専用端末を配置するなど全所的な運用を図った。また、会
計事務の一層の効率化を進めるため、事務管理職員全員を対象とした独立行政法人会計研
修を行った。
同報メール、行事予定・会議室予約システム及びホームページを活用し、連絡文書等の

簡素化並びに情報伝達の迅速化等に努めた。
管理経費の節減のため、電気供給契約を見直し、契約単価の引き下げを行った。空調機

器については、研究棟の 台及び別棟の 台を効率的な機種へ取り替えた。敷地内の街灯19 13
について、ソーラーバッテリーライト（ 機）を設置した。引き続き、不要な照明灯の消灯1
など光熱水料の経費節減については職員への周知徹底を行った。
管理経費の節減に向け、グリーン購入法に基づき、省エネタイプの 機器や低燃費自動OA

車（ 台）の導入を進めた。4

６ 職員の資質向上
① 研究員の資質向上

国内留学規定に基づき、研究職員 名を国内の大学等へ留学させたほか、客員研究員受3
入規程に基づき 名の研究者（他独立行政法人から 名、大学から 名）を招聘し、研究員3 2 1
に対し研究手法等の習得と資質向上の機会を与えた。

② 在外研究・海外派遣
各種制度により、本年度は、研究職員 名を長・中期在外研究員として か国の大学・5 3

研究所に派遣し、海外における研究機会を与えた（表７ 。）
また、成果の発信や、最新情報の収集や国際交流の促進により研究推進の加速化を図

ることを目的に、海外に延べ か国 名を派遣した（表８ 。37 250 ）

表６ 大学との人事交流
連携協力形態 件数 備考

（ ）延べ人数

大学への派遣
筑波大学大学院、東京大大学院・連携大学院への教授派遣 名5
国立遺伝学研究所・客員教授 名1
金沢大学、筑波大学など・非常勤講師の派遣 名19

大学からの受け入れ
東京大学、広島大学など・開放的融合研究に係る併任 名4
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③ 博士号取得の奨励
研究職員のうち博士号未取得の者については、研究グループ長・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。本年度における新たな博士号取得者は 名であった。2
研究成果の評価として、本年度は、文部科学省研究功績者表彰、日本植物病理学会論
、 、 、 、文賞 日本組織培養学会奨励賞 日本菌学会論文賞 日本哺乳動物卵子学会学術奨励賞

日本昆虫学会賞、蚕糸功労賞、蚕糸有効賞、畜産大賞を受賞した。

④ 研修・講習への参加
業務上必要な各種研修及び講習会に一般職員 名、技術専門職員 名、研究職員 名を18 3 19

参加させた。国内留学規定に基づき、研究職員 名を国内の大学等へ留学させ、研究手法3
等の習得と資質向上の機会を与えた。
職員について業務上必要な資格取得を支援した結果、本年度は、 名の職員が第 種衛16 1

生管理者、エネルギー管理員（電気管理 、甲種危険物取扱者などの資格を取得した（表）
９ 。）

表９ 資格取得者
取得資格等 取得者数

第 種衛生管理者 名1 4
エネルギー管理員（電気管理） 名5
甲種危険物取扱者 名1
第 種放射線主任取扱主任者 名1 2
第 種放射線主任取扱主任者 名2 1
三級ディーゼルエンジン整備士 名1
玉掛技能講習終了 名2

合 計 名16

表７ 長・中期在外研究の実績
国 名 制 度 期 間
アメリカ 受け入れ先負担 ～H13. 7.25

H14.9.24
アメリカ 受け入れ先負担 ～H13.10.15

H14.10.14
アメリカ 日本学術振興会・ ～H14.3.21

H16.3.20若手研究者海外派遣制度
チェコ 日本学術振興会・ ～H14.3.27

H16.3.26若手研究者海外派遣制度

オランダ 受け入れ先負担 ～H15.3.6
H15.9.7

（ ）表８ 研究員の海外派遣 国際学会等
派遣地域 国数 件数

11 76アジア諸国
18 79ヨーロッパ諸国
3 67北アメリカ諸国
1 1南アメリカ諸国
2 24オセアニア諸国
2 3アフリカ諸国
37 250合 計
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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に
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

【平成14年度の主要な成果】
・イネゲノム重要部分の全塩基配列の解読終了
・ブタ 細胞抗原受容体α δ鎖遺伝子J文節付近のゲノム構造解析T /
・ ライブラリーを用いた の効率的マッピング方法BAC EST
・ 用語検索支援システムの開発GO
・ブラシノライド応答性遺伝子およびその利用
・イネブラシノライド生合成変異体の単離と原因遺伝子の同定
・放線菌キシラナーゼの 線結晶構造解析X
・膜翅目昆虫カブラハバチにおける形質転換系 の確立
・ 型レスポンスレギュレーターに固有な 様モチーフの構造と機能B Myb
・ マイクロアレイによるキチンオリゴ糖エリシター応答性イネ遺伝子の解析DNA
・ペチュニアのホメオティック遺伝子 の発現抑制は花の二重化をもたらすpMADS3
・豚体外成熟卵子の効果的な活性化方法
・ウシ栄養膜由来細胞株（ ）の樹立BT-1
・ウシ子宮内膜組織様構造体の構築法とその機能
・硝酸鉛によるコレステロール生合成酵素遺伝子の発現変動
・膜翅目昆虫カブラハバチにおける形質転換系の確立
・カイコの新規核内レセプター の遺伝子発現と性質の解明BmHR78
・ 属ミバエ類の分子系統解析と分子分類法の開発Bactocera
・カイコ幼虫皮膚が透明になる油蚕遺伝子 の同定og
・高等生物（ネムリユスリカ）の永久的休眠の誘導・維持・覚醒機構の解明とその利用
・カイコにおけるアミノ酸生合成の調節機構の解明
・ 、 による抗菌性タンパク質遺伝子の選択的な転写活性化BmRelA B

１）ゲノムの構造解析とゲノム情報解析システムの開発
＜要 約＞

イネゲノムの全塩基配列については、10の国・地域から構成される国際コンソーシ
アム（IRGSP)のリーダーとして、我が国が担当する6本の染色体（第1、2、6、7、8、
9）ついてフェーズ2以上レベルで約183Mbの解読（合計長199Mbの92％）を終了した。
また第1染色体については完全に配列を解読して公開した。これらの結果を含めて国
際コンソーシアムは、平成14年12月末までにイネゲノムの全塩基配列の重要部分の塩
基配列の解読を終了した。イネ完全長cDNAについて合計28,000以上のクローンのライ
ブラリー整備を進め、試験公開を開始した。カイコゲノムについても、カイコ全遺伝
子の60％以上をカバーするカイコESTを収集、データベース化し、また、ホールゲノ
ムショットガン法により全ゲノムの約2.5倍量のシーケンスを行った。さらに、ブタ
ゲノムについては、免疫系の制御に関わる領域の塩基配列の解読を進めるとともに、
ブタDNAマーカーのデータベースを整備して公開した。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円15.3 10.8 405.0
【 】 （ 、 ）、論文・特許等 原著論文： 値[ 年インパクトファクター値]：合計 平均8 IF 2002 42.3 5.3
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5 2総説等： 、特許等：

（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 染色体の 塩基配列の解析1 DNA

第 染色体( )のうち、その ％にあたる について完全配列を公開した。1 47.5Mb 95 43.3Mb
その他の我が国担当の染色体(第 、 、 、 、 )については米国クレムソン大学ゲノム研2 6 7 8 9
究所( ) エンドシーケンスによる 法、また フィンガープリントコンテCUGI BAC STC CUGI
ィグを用いたウオーキングを行った。さらに、我が国が構築したすべてのクローンを用
いてコンティグ末端からの スクリーニングを繰り返した結果、 本の担当染色体全てPCR 6
において ％以上の領域をカバーする物理地図作成に成功した。これらのクローンのう95
ちミニマムタイリングパスを作成して全て配列解析を行い、結果の配列同士の 解BLAST
析によって物理地図を確認した。

②イネ第 染色体の物理地図作製と 塩基配列の解析6 DNA
国際コンソーシアムにおいて我が国が中心となり定めた、フェーズ での全ゲノム塩基2

配列解読を年内に終了させるという目的を達成するため、 年度はフェーズ 解析に特化14 2
した解析ラインを構築した。具体的には物理地図上の クローンからショットガPAC/BAC
ンライブラリー作成、シーケンス鋳型調製、試薬の 穴プレートへの分注、伸長反応後384
の反応物精製までをほぼロボットの自動ラインで行えるようにした。また高性能のキャ
ピラリーシーケンサーの能力を活かして 時間・週 日間稼働体制を実現した。シーケン24 7
サーでの解析後、データ自動転送・自動アセンブル・フェーズ 自動判定システムを構築2
し、ハイスループットなデータ産生に見合うデータ解析速度を達成した。このシステム

12 2 6 1 2 6 7 8 9 1,780を用いることにより 月 日までに 本の担当染色体(第 )において、 、 、 、 、 、
。 。個の クローンを登録した クローン間の重複を除く総塩基長は約 であるPAC/BAC 183Mb

、 。これは 本の染色体の長さの合計 の ％を占めるもので 期限内に目的を達成した6 199Mb 92

（２）イネ完全長 クローン収集とデータベースの構築cDNA
①平成 年度に収集された完全長 クローンのクラスタリングとデータベース化12 cDNA

公開分 クローンの解析データ（配列、 配列、相同性検索結果、タンパク質28,469 ORF
GO WEB膜貫通予測 細胞内局在予測 遺伝子オントロジー[ ]等 をデータベース化し、 、 ） 、

を介して 月 日より、イネゲノムプロジェクトメンバーに対してパスワード付きで試11 18
験公開を開始した。論文の受理通知を受け次第、一般公開を行う。

②平成 年度に収集される完全長 クローンのクラスタリング13 cDNA
昨年度末に提出された クローンに関して、相同性検索、イネゲノムへのマッピ29,100

ング、 を用いたドメイン検索、シロイヌナズナとの相同性比較、 ラベルをInterProDB GO
行い、公開分 クローンについてまとめた結果を 月に投稿した。またクローンに28,469 12
関しては配列情報をすべて 登録し、公開に向けアクセッション番号を獲得した。さDDBJ
らにクローンの増殖は民間企業に委託し、公開予定分 クローンがすべて増殖可能28,469
なように調整した。

（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

免疫系の制御に関わるブタゲノム上の領域（ 細胞レセプターδ鎖可変領域・ 番染色T 1
体上の インターフェロン・ 番染色体上のケモカインレセプター）の コンテType-I 13 BAC
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ィグを作製し、その塩基配列の内、現在までに 以上について明らかにした。 以600kb 800
上のマイクロサテライトマーカーを中心としたブタ マーカーのデータベースを整備DNA
し、マーカー情報及び連鎖地図の閲覧システムを作製・公開した。また塩基配列解析の
ためのデータベースシステムを構築し、ブタ のクラスタリングシステムの検討・開EST
発、クラスタリング結果のデータベース化を行い、 クラスターのヒト・マウス等のEST
遺伝子あるいはヒトゲノムシーケンスに対する相同性の解析結果及び遺伝子機能の分類
結果の検索を可能とするデータベースシステムの開発を行った。

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成
マーカーを用いたハイブリ法による コンティグ作成は現在までに全体の がEST BAC 50%

できたと考えられる。これと平行してフィンガ プリント法によるカイコ全ゲノムをカ−
バーする コンティグ作成も順調に進行している。 マーカーと遺伝地図との対応BAC EST

200 EST 35,000ESTでは、本年度新たに 個の位置付けを行った。カイコ データベースは現在
を収集し、カイコ全遺伝子の をカバーしていると推定している。 個の遺伝子を60% 6,000
固定した マイクロアレイを作成し、その供給体制を確立した。全ゲノムショットガEST
ン法によるゲノム解析に着手し、ゲノムサイズの約 倍量のシーケンスを行った。カイ2.5
コ保存系統のデータベースの構築を進め、欠落していた卵画像データの収集・加工及び
入力を行い、さらに新蚕糸技研チームが保有する育種素材系統 品種の画像データ及び81
量的形質データの収集を行った。また、保存系統の地域型蚕品種（日本在来種）の量的

。 、 、形質等の検討を進めた 毒素抵抗性の遺伝解析を進め 推測される毒素の受容体BT Cad
をそれぞれ第 、 連関群上に座位を決定した。小淵沢保存系統 の抵抗性は劣性APN2 6 9 401

の遺伝子であり、これを分子遺伝子地図上に座位決定した。マッピング用に開発したソ
フトを遺伝的に均一でない個体間の交雑でも使用可能に改良した。

（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

すでに公開しているイネ遺伝子の予測プログラムの改良を行ったが、このプログラム
は元々簡略化された作りになっているためほとんど精度が上がらなかった。そこでプロ
グラムを作り直すことにし、現在はスプライスサイト予測部と最終的にコード領域を予
測する本体部分のコーディングを行っている。また アイランド解析プログラムを作CpG
成し、イネの配列約 に対して解析を実行し結果をデータベース化した。そしてこ400Mb
の結果を元に予測遺伝子内の アイランドの存在位置及び遺伝子の発現パターンとのCpG
相関を調べた。さらに塩基配列の熱力学的安定度を計算するプログラムを作成し、予測
遺伝子と安定度の相関を調べ、コード領域予測に有効かどうかの検討を行った。

（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 の改良INE

イネゲノムデータの効率的な解析技術の開発については、第 染色体完成配列に対して1
種々のプログラムによる解析を行い、各予測遺伝子の位置、推定機能、リピート配列の
分布等、物理地図を基にした正確な配列の利点を利用し、生物学的に意味のあるアノテ
ーションを行うことができた。国際コンソーシアムの塩基配列解析データを統合データ
ベース に取り込み、各クローン毎の遺伝マップ等と対応づけた正確な地図を構築しINE
た。また、各国の登録データを数値化すると同時にわかりやすく図示し、コンソーシア
ムの中央データベースとして機能している。遺伝子オントロジー( )用語検索支援シスGO
テムのプロトタイプを作成した。このシステムはユーザの専門分野や検索履歴などから
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ユーザーが興味のあると思われる分野を類推し それに関連する用語を強調表示するこ,
とができる。
イネ（日本晴）種子の胚を材料にし、高分子ゲノム を採取し、制限酵素ランドゲDNA

ノム スキャンニング( )パターンを得ることができた。ランドマーク制限酵素としRLGS
て の 種類用いた結果、合計 スポットを検出した。このうち、アイNot Bsp EagI, EI, I 3 4,434
ソシゾマーである と のパターン間で違いの見られたスポットは、合計 個でMsp HpaI II 1,116
あった。 種類のランドマーク制限酵素とも （メチル化非感受性）特異的スポットが3 IMsp

871 19.6 II 245多く 合計 個 ％ 検出された メチル化感受性 特異的スポットは、 （ ） 。 （ ） 、Hpa
個（ ％）検出された。シロイヌナズナでは全ゲノム中の － ％がメチル化されてい5.5 20 30
るといわれてきたが、イネでも、シロイヌナズナと同程度の割合の座位がメチル化され
ていることが推定された 解析を効率化するため 新たな３つのソフトウェア ( )。 、 、RLGS 1
シーケンスデータ情報抽出ソフトウェア、( ) 画像スポット解析ソフトウェア、( )2 RLGS 3
多型・メチル化スポット検出ソフトウェアを開発した。さらに、イネの網羅的ゲノム修
飾データベースの構築において、解析ソフトウェアとデータベースを繋ぐ サービスWeb
を実現するために必要な関数群の開発をすすめた。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明
＜要 約＞

マップベースクローニングによるイネ有用遺伝子の単離では、紫外線抵抗性、着粒
数関与、節間伸長性関与、出穂期決定などに関与する候補遺伝子を特定した。イネ遺
伝子破壊系統（ミュータントパネル）の利用においては、病害抵抗性に関与する遺伝
子を単離・機能解析し、特許を出願するとともに、イネにおいて、DNA型トランスポ
ゾンMITEの転移活性を全生物種に先駆けて証明した。イネ完全長cDNAの配列情報を利
用したマイクロアレイシステムを設計して評価試験を実施している。また、細胞内シ
グナル伝達系の解析では、ブラシノステロイド情報伝達系に関わるOsBLE2遺伝子が茎
葉の伸長に関与することを明らかにするなど順調に進展している。ブタでは椎骨数QT
L候補遺伝子の多型解析や背脂肪厚QTL候補遺伝子のマッピングなどを行った。カイコ
ではカイコ濃核病抵抗性遺伝子を含むBACクローンの塩基配列の解読を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 、研究資金： 百万円19.6 34.4 367.1
30 IF 143.4 4.8 12 8【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

紫外線抵抗性遺伝子に関しては、候補ゲノム領域内に存在する が有力な候補Photolyase
であることを確認し、相補性検定にむけて形質転換体の作出を行った。病斑葉遺伝子に
関しては候補ゲノム領域の絞り込みの結果、約 の領域内に存在することを明らかに125kb
した。着粒数に関与する遺伝子については、候補ゲノム領域を 以下に特定し、候補10kb
遺伝子を特定した。種子幅に関与する遺伝子については、相補性検定にむけて形質転換
体を作出している。節間伸長性に関与する遺伝子 および出穂期関連遺伝子については、
候補遺伝子の形質転換体を作出し、相補性検定を行っている。光信号伝達経路の解明に
ついては、開花促進遺伝子 が 相同遺伝子の発現を制御していることを明らかにしEhd1 FT

cab1r::lucた さらに 光量子測定計を用いた遺伝子発現の経時的モニター系の条件検討を。 、
の系で行った。トランスポゾンを利用するキメラ植物作成に必要なベクターは作成中。
密穂( )突然変異の原因遺伝子のうち、 及び 、そして によく似た表dense panicle Dn1 dn3 dn3
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現型を示す （枝梗湾曲、 ）の概観調査と、マップベースクローニングur2 undulated rachis
を目指した。 は 、 は 離れた 個の マーカー間に座乗していることがDn1 6.5cM ur2 6.4cM 2 PCR
わかり、それら マーカーの間での組換え個体をそれぞれ選抜した。又、 レトロト2 Tos17
ランスポゾンパネル約 系統から 、 に類似した 系統をスクリーニングした。2,000 dn3 ur2 2

（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 系統より スクリーニング用のプール化 を調製し、9,600 PCR DNA
これまでに作成したプールと併せて 系統が スクリーニングの対象として利用可47,040 PCR
能となった。また、破壊遺伝子の網羅的解析については、若干遅れ気味ではあるが、今
年度中には 系統について破壊遺伝子の解析を終了する予定である。これらのシステム700
を利用して病害抵抗性を負に制御するプロテインキナーゼ遺伝子を単離、機能解析し、
特許出願を行った。これまでの解析からミュータントパネルには によらない変異がTos17

による変異の から 倍の頻度で存在することが明らかにされていた。これら未利Tos17 10 20
用の変異を利用することにより変異のカバー率を増加させることが可能と考え、 にTos17
よらない変異の解析を行った。その結果、 種類の変異について原因遺伝子を推定し解10
析したところ、すべて欠失変異に起因しているが示された。培養変異の原因が分子レベ

。 、ルで明らかにされた最初の例である イネの 型トランスポゾンの 種である がDNA 1 MITE
培養によって活性化されることを明らかにした。全生物種をとおして、転移活性が証明
された最初の である。MITE

（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椎骨数や肉質等生産形質関連遺伝子座の同定と遺
伝子の単離
椎骨数・背脂肪厚に関連するブタ染色体上の領域への クローンの配置とコンティBAC

グの作製を行った。椎骨数 候補遺伝子の多型解析および背脂肪 候補遺伝子のマQTL QTL
ッピングを行った。黒毛和種の ライブラリーのスクリーニングシステムを構築し、BAC
クローンウシで欠損している領域を含む 個の クローンを得た。ブタ第 染色体上の2 BAC 6
繁殖障害遺伝子が存在する領域に、ヒト遺伝子情報を参考にこれに対応した 個の遺伝51
子をマップしたところ、ブタでかなりの再配列が起こっていることが判った。現在のと
ころ、障害遺伝子の有力な候補遺伝子は見つかっていない。インスレーターの実用に向
けて、細胞におけるレポーター遺伝子の発現の程度を種々のコンストラクトで調べた結
果、遺伝子導入効率、発現効率ともに優れたコンストラクトを認めた。脳の歯状回、大
脳基底核から、完全長 ライブラリーの構築と予備的評価を行った。海馬、嗅球完cDNA
全長ｃ ライブラリーのそれぞれから無作為に 末端配列を調べ、 回以上出現した配DNA 5' 7
列をアライメントして、これらの転写開始領域を特定できた。他殖性の自然集団におけ
る 解析のために、 世代の家系をもとにした 法を利用した手法を開発QTL 2 Pseudo-testcross
した。本解析手法は高い 検出力を示し、家畜品種内での 検出に対しても応用可QTL QTL
能である。

②カイコ 抵抗性遺伝子等の単離DNV
カイコ濃核病ウイルス( ) 型に対する劣性の抵抗性遺伝子( )については、そDNV 2 nsd-2

の候補となる遺伝子を探索すべく、連関地図上で密接に連関した 個の マーカーの4 cDNA
うち 個が含まれていた最長のコンティグについて、複数の クローンのショットガン3 BAC
ライブラリーを作製した。 の配列解読を行い整理した結果、 の配列が得られ662kb 593kb
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た。この中には、日本のカイコ データベース 中の 種のカイコ とホモEST SilkBase 12 cDNA
ロジーのある領域、 によりカイコ以外の生物の 種の蛋白質とホモロジーのあるBLASTX 7
領域が見つかった。 型に対する抵抗性と感受性品種間での の サブトラクショ2 cDNA PCR-
ンを行った。 と連関する遺伝子はこれまでのところ単離されていない。 型に対すnsd-2 1
る優性の抵抗性遺伝子( )については、準同質遺伝子系統を用いてサブトラクテッドNid-1

ライブラリーを構築した。現在単離したクローンのシークエンス解析を進めていcDNA
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

今年度はこれまで蓄積したイネ の約 のマイクロアレイ実験結果をデータベcDNA 1,300
ース化し、種々の条件（アレイ上に載っているクローンの配列、実験条件等）から検索
が行えるシステムを確立した。プロジェクトメンバーの承認を得て、公開できるものか
ら順次公開してゆけるようにした。これらの結果を論文として纏め、発表した。またマ
イクロアレイプロジェクトに関して、国際的にも理解が得られるように情報誌に公開し
た。さらに年度後半からは完全長 クローンの情報を利用したマイクロアレイシスcDNA

、 、テム( )の確立に向けて 単鎖 オリゴマーを用いたマイクロアレイの設計を行い22K 60mer
年度内に評価試験を行うこととした。

（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

各タイプの精製カルモジュリン( )やそれぞれに対する特異抗体を用い、 の標CaM CaM
的タンパク質を解析した。精製 を用いた の反応から、 タンパク質は活CaM NtCaM3in vitro
性酸素の発生に関与する キナーゼおよびタンパク質脱リン酸化酵素のカルシニュNAD+

ーリンを、 は シンターゼをより強く活性化し、 はその中間的特性をNtCaM13 NO NtCaM1
CaM NtCaM NAD Vmax示すことが分かった 動物由来の は に似ていたが キナーゼに対する。 、

はかなり低かった。 特異的にこれら精製 に結合するタンパク質を単離するためCa CaM++

、 、に タバコモザイクウィルス( )感染および傷害葉由来の発現ライブラリーを作成しTMV
スクリーニングを行い、 個のポジテイブクローンを得た。この中には既報の 結合43 CaM
タンパク質遺伝子の他、未知の遺伝子も含まれていた。過敏感細胞死の初期にその転写
が上昇する遺伝子として受容体型プロテインキナーゼをコードする遺伝子を単離し、
WRK wound-induced protein kinase N LRR( )と名付けた これは 末側に細胞外ドメインとして。
を持つ新規のタンパク質をコードし、その 末端ドメインの翻訳産物は で自己リC in vitro
ン酸化能を示した。 は低張処理でも誘導されたが、植物防御シグナル物質（サリチWRK
ル酸、ジャスモン酸、エチレン）や植物ホルモン類の処理には応答しなかった。興味深
いことに、タバコ葉を ℃から ℃に移すという単純な処理で、その転写産物が蓄積し30 20
た。

pv.病害抵抗性機構の解析ではタバコと 、Ralstonia solanacearum Pseudomonas syringae
及び 、さらにイネと白葉枯病との導管及び葉肉組織における相互tabaci P. syringae pisipv.

作用を細胞学的に比較観察した。その結果、タバコでは非親和性細菌により典型的な過
敏感反応（ ）が観察された。また、イネ白葉枯病菌とイネ葉肉組織の相互作用では、HR

。 、非親和性の組合せで導管での感染とは異なる が生じることが明らかとなった 従ってHR
これらの系は病害抵抗性機構解析のためのモデルとして適していることが明らかとなっ
た。
植物ホルモンで誘導される を貼り付けたマイクロアレイを作成し、ジベレリンcDNA
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・ブラシノステロイドで誘導される遺伝子群を検出しノーザンブロッテイングで濃度・
BLE3 BLE2時間等で絞り込みを行い 機能未知遺伝子 を単離した 前年度に単離した、 （ ） 。

については、形質転換イネを作出し草型に関与していることを明らかにすると同時に、
ブラシノステロイド受容体の下流で キナーゼを介して発現していることを解明しMAP
た。既存の特許を回避するベクターを構築し、イネの改変ブラシノライド受容体遺伝子
（ )の導入によって直立葉を示しホモ個体の選抜と非閉鎖系での安全性評価を実OsBRI1
施中である。今年度は、アクチンプロモーターに代えて茎葉で活性の高い プロモーD18
（ ） 、ター β水酸化酵素プロモーター を用いた新たなベクターで形質転換体を得たがGA3

葉の直立程度は低かった。また、 β水酸化酵素を で制御した場合も、アクチンプロ2 D18
モーターに比べて茎の短縮はみられず、種子数が減少した。以上のことから、草型制御
には プロモーターは十分でなく、新たな節間特異的プロモーターの単離を進めていD18
る。

②葉等の形態形成機構の解析
イネの葉の形態変異株( )では葉鞘が極端に短く、葉身が巻いていた。植物ホルモbrd1

BL BLンのブラシノライド の生合成過程が異常になっている可能性が考えられたので（ ） 、
brassinosteroid-の生合成中間体を定量し野生株と比較した。その結果生合成過程で

( )の触媒する 位の酸化が阻害されていることが示された。更に で6-oxidase BR6ox C-6 brd1
をコードしている遺伝子 の塩基配列を決定したところ の欠失が見いBR6ox OsBR6ox 0.2kb

だされた。以上のことから、 の原因遺伝子は であることが強く示唆され、brd1 OsBR6ox
ブラシノステロイド( )がイネにおいて葉鞘の伸長、葉身の展開、分げつの形成、光形BR
態形成、根の分化、生殖成長など多くの成長過程に関与していることが示された。

（６）染色体構造の変化や の修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析DNA
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

、ウイルス外被タンパク質遺伝子をジーンサイレンシングの標的とするタバコを作出し
タバコにおいてウイルス抵抗性をもたらすことを確認した。植物細胞内の重要な蛋白分
解装置であるプロテアソームを精製し、性質を調べた。さらに、プロテアソームのサブ
ユニットの遺伝子を単離し、それを用いて植物での発現を解析し、増殖の盛んな部位で
発現が高いことを明らかにした。また、 プロテアソームを構成する約 個のサブユニ26S 31
ットの遺伝子群のうち、調節サブユニット遺伝子の一つ、 遺伝子をイネに導入しRpn10
た形質転換体を作出し、その影響を解析した。 過剰発現イネでは、分けつの遅れRpn10
や暗所での子葉鞘展開の遅れなどが観察された。これらはオーキシン反応の異常による
形質の変化と考えられた。過敏感細胞死は、病原体に感染した細胞の自殺であり、病原
体を感染部位に局在化させ全身に蔓延させないための植物特有の自己防御機構である。
この細胞死は、生き残った健全組織を再感染から守るため、植物体全身にさらなる病害
抵抗性を誘導する。同調的な過敏感細胞死誘導系を用い、細胞死が起こる前にその発現
が抑制あるいは活性化される遺伝子の機能解析を行い、過敏感細胞死には、光合成装置
である葉緑体が重要な働きをすること、カルモジュリンが誘導抵抗性に関与することな
ど、多くの新規知見を得た。また、全身抵抗性誘導のシグナル物質とされるサリチル酸
が、転写後抑制型ジーンサイレンシング( )を誘発させることでウイルス核酸の特異PTGS
的分解を促進しウイルス抵抗性を誘導することを発見した。さらに、いままで がそPTGS
の植物当代限りの現象で後代には伝わらないことの原因は“減数分裂ないしは受精など
の特定のステージで解除される”ためと言われていたが、実は “ は細胞分裂によPTGS
ってリセットされ、種子では生殖細胞に分化する以前に行われていた活発な細胞分裂に
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よって がすでに解除されており、 が伝えられる前に親細胞から隔離されるたPTGS PTGS
めに、次世代に が伝わらない”ことを示した。PTGS

②メチル化部位のゲノムマッピング
I- I- dIII I- II-シロイヌナズナ(コロンビア株)のゲノムを対象に、 及びEag Msp Hin Eag Hpa

dIII RLGS IHin Mspの組合せで 制限酵素ランドマークゲノムスキャニング( )解析を行った、 。
と はメチル化感受性に違いがあるアイソシゾマーである。両 パターンを比較HpaII RLGS
した結果、合計 個のスポットのうち、 で特異的なスポットが 個( )検出さ662 I 137 20.7%Msp
れ、 で特異的なスポットは 個( )あった。これまで、シロイヌナズナでは、ゲHpaII 49 7.4%
ノム全体の ％がメチル化されていると量的に推定されていたが、今回、座位単位で20-30
これが確認された。ゲノム塩基配列情報を活用してメチル化特異的 断片の解析を行DNA
うためのソフトウエアを開発し、ユーザーフレンドリーな操作環境を実現する改良を行
った。これにより、シロイヌナズナ全ゲノム情報を用いたインシリコの スポットパRLGS
ターンの描画が可能となった。このパターンと実際の実験でえられた スポットパタRLGS

、 。ーンを比較することによって メチル化特異的 断片の塩基配列情報解析をすすめたDNA
イグサ 品種の品種識別をすすめた。17

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明
＜要 約＞

イネプロテオーム解析については、細胞内小器官各器官別に解析し、約 種類の500
タンパク質の構造決定を行うなどデータの蓄積を進めた。併せて、外部への公開に向
けてイネ・プロテオームデータベースを構築した。タンパク質の立体構造解析につい
てもX線解析によりイネα-ガラクトシダーゼの立体構造を決定するとともに、NMR解
析により機能未知タンパク質であるEL5の構造を解析して機能の解明を行うなど順調
に進展している。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 、研究資金： 百万円14.5 33.0 782.3
27 IF 57.0 2.1 1 3【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

イネ・細胞内小器官のプロテオーム解析については、各器官のタンパク質を精製・構
造解析し、 種類のタンパク質の構造を決定しデータベース化を図った。また、カルレ500
テイキュリンと相互作用するストレス応答性に関与する と植物ホルモン応答性CRTintP1

CRTintP2 cDNAに関与する の遺伝子単離、機能解明を行った。植物ホルモンで誘導される
を貼り付けたアレイを作成し、ジベレリン・ブラシノステロイドで誘導される機能未知
遺伝子群を単離した。既存の特許を回避するベクターを構築し、イネの改変ブラシノラ
イド受容体遺伝子（ )の導入によって直立葉を示したどんとこいで、ホモ個体のOsBRI1
選抜と非閉鎖系での安全性評価を実施している。さらに、茎葉で活性の高い プロモD18
ーターを用いた新たなベクターで、コシヒカリの形質転換体を得たが葉の直立程度は低
かった。また、 β水酸化酵素を で制御した場合も、アクチンプロモーターに比べて2 D18
茎の短縮はみられず、種子数が減少した。イネにおけるタンパク質の相互作用を調べる
方法について試行錯誤を行った。その一つとして、ツーハイブリッド法用のライブラリ
ーを作製し、親和性タンパク質の同定にとりかかった。さらに融合タンパク質を発現さ
せ、一対多の相互作用を検出するシステムの確立及び、二次元ブルーネイティブ電気泳
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動の最適化を行った。見出された親和性タンパク質の数は少ないが、それらの質量分析
による同定を行っている。

②タンパク質情報のデータベース化
昨年度までにデータベース構造設計及び入力プログラム作成等を実施し、プロテオー

ムデータベース（内部データベース）を構築した。さらにウェブブラウザで閲覧可能な
プロトタイプのイネプロテオームデータベース（ 版、公開用）を作成した。今年度Web
は、主に本公開用データベースの画面のリニューアル及びデータ入力を実施した。具体
的な項目は、 )トップ画面の修正、 )プロテオーム概要説明追加、 )解析手法（マニュ1 2 3
アル）の追加、 )プロテオーム関連サイト及びイネゲノム情報サイトへの橋渡し、 )質4 5
量分析データ（解析生データ）公開用 プログラムの修正、 )データ入力：液胞MASCOT 6
の二次元電気泳動画像及び蛋白質情報の入力を行った。しかし、入力された情報は少な
、 、 。 、 。く 全体の進捗状況は 若干遅れている 公開の はURL http://150.26.231.64/sample/main.html

（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
の解明と蛋白工学的手法による機能の解析
熱安定性に関わるα－アミラーゼ変異体を作製してきたが、今回は 線解析のためのX

大量発現、精製を試み、一部の変異体について結晶が得られた。イネα－ガラクトシダ
ーゼについては、分解能 Åで構造決定した。構造はα βバレルモチーフをしているこ1.9 /
とが明らかになった。また、種々の蛇毒由来タンパク質の 線解析を行い、 種類の立体X 3
構造を明らかにし、機能との関係について考察した。一方、中性子線解析のための重水
素化タンパク質の大量発現、精製、結晶化を 種類のタンパク質について試み、フラビン8
モノムクレオチド結合タンパク質に関しては結晶化に成功した。

②植物ウイルスのＸ線結晶学的研究
イネ萎縮ウイルス（ ）の Å分解能の結晶構造を明らかにした。 は外殻と内RDV 3.5 RDV

殻の 種類のタンパク質からなる二重殻球状構造をしており、これらのタンパク質の配列2
46K P8 T=13 780 114K P3 2から構築原理を考察した の は 対称による コピーで外殻を の は。 、 、

種類の異なるコンフォーマーをもち、それをペアーとする 対称による コピーで内T=1 120
殻を形成する。ウイルス粒子の構築は、タンパク質間相互作用を基に、先ず によるコP3
アー粒子が作られ、次に外殻の のトリマーの１つがコアー粒子と密接に結合し、続いP8
て全体の二重殻構造が形成される。コックスフットモットルウィルスについては、分解
能 Åを超える 線データの測定をほぼ終了した。4 X

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
14 29イネゲノム研究プロジェクト参画者から構造解析蛋白質を公募し、 グループから

蛋白質が提案された。そのなかからドメインを含む サンプルについて大量発現系の構48
築と精製条件の検討を行い、 種類について立体構造解析に必要な高純度蛋白質が大量11
に得られる条件を確立した。発現系の構築において煩雑なサブクローニング行程を簡略
化・効率化する目的で、 の導入を検討した。市販の発現ベクターを利用しGateway system
た場合、発現効率と蛋白質の可溶化効率が低かったが、発現量の多い プロモーターとT7
可溶化率の高い をコードする を の発現ベクターとして改thio-redoxin pET32a Gateway system
変した結果、発現効率と蛋白質の可溶化効率が著しく向上した。さらに、この方法を用

、いた場合の欠点である目的蛋白質の 末端に付加するアミノ酸 残基を除去するためにN 23
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酵素消化サイトの導入を検討した。この結果、目的蛋白質のみが精製出来ること、適切
な酵素消化サイトと蛋白質の組合せにより、発現しない蛋白質や不溶性蛋白質が可溶性
蛋白質として発現することが新たに見い出された。本研究で開発したサブクローニング
法を利用することにより、従来 割以下といわれていた蛋白質の可溶化率が 割近くに向1 6
上した。

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
シロイヌナズナ リン酸リレー情報伝達系 型レスポンスレギュレータ( )群His-Asp B ARR

に固有の機能未知タンパク質ドメイン モチーフ( )について、単体及び 複B ARR10-B DNA
合体の 動的構造解析と機能解析を行い、機能の特定と発現機構を解明した。単体のNMR
立体構造に基づき、 は 型 の 結合ドメインであると推定した。種々のARR10-B B ARR DNA

、 。DNA AGATT結合実験を行い 推定機能を実証するとともに最適な認識配列( )を特定した
さらに、 は核移行シグナルをもち、 モチーフは 型 の 結合機能と核移ARR10-B B B ARR DNA
行機能を司るマルチ機能ドメインであることを解明した。 複合体の 溶ARR10-B/DNA NMR
液構造を決定して分子認識機構を解明し、 認識様式を規定するアミノ酸残基を特定DNA
した。本研究成果は植物に特有の 転写因子群にも適用できる。エリシター誘導性GARP
機能未知蛋白質 について、 構造解析の結果から ドメインが 結合能を有すEL5 NMR RING E2
る として機能すると推定した（昨年度 。本年度は、 を行い推定機能を実E3 assay） in vitro
証するとともに、 適定実験を行い 認識領域を特定した。NMR E2

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
原子間顕微鏡による観察の結果、フィブロイン分子は長さ 直径 の棒状形態で60nm, 1nm

あることが明らかになった。フィブロイン分子は分子両端間の相互作用により、長い会
合体を形成することが明らかになった。フィブロイン分子同士の相互作用は、分子両端
部分の静電的相互作用であることが明らかになった。

（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

－エリスルロース還元酵素の配列を決定し、その配列を用いてアミノ酸配列データD
ベースに対する相同性検索を行い、配列類似性の高い酵素群を検出した。これらの酵素
は配列上 ％以上の残基一致があったにも関わらず、酵素学的性質は非常に異なってい70
た。これらの酵素のうち立体構造が決定されているものに対して配列の比較をおこなっ
たところ、基質周辺部位に主として３つの変異が観察され、うち２つは疎水性アミノ酸
が親水性アミノ酸へと変化していた。この変化が酵素の基質選択性における違いを決定
づけていると考えられ、基質周辺部位を中心に詳細な残基配置の検討を行い、機能未知
配列のアノテーションを行った。

（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

マイクロアレイで単離したキチンオリゴ糖エリシター( )及びジベレリン( )応答GN GA
性遺伝子、 についてその発現を解析した。 量体型 蛋白質α－サブユニット欠CIGR1/2 3 G
損系統( )及び シグナルを負に制御する の欠損系統( )では 応答は正常でd1 GA SLR1 slr1-1 GN

GA GN GA 4 CIGR2あるが に対しては応答しなかった。 あるいは をスプレーしたイネ 葉では
が葉肉細胞で発現しているのに対して は葉表面の亜鈴状小細胞にのみ発現が観察CIGR1
された。 のシグナル伝達における脂質代謝の役割を活性酸素生成を指標として解析しGN
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た。その結果、① 処理によるホスファチジン酸( )、ジアシルグリセロール( )のGN PA DG
量の増大、②膜画分におけるホスホリパーゼ 、 ( 、 )の 処理による活性化、C D PLC PLD GN
③ の阻害剤、 及び キナーゼの阻害剤、 による活性酸素( )生成のPLC U73122 DG R59022 ROS
阻害、④ ホスホヒドロラーゼの阻害剤生成の促進、⑤ 、 による 生成などがPA DG PA ROS
観察された。これらは、 処理による 、 の活性化の結果として蓄積した代謝物GN PLC PLD
のうち、 がシグナル物質として重要な役割を担っていることを強く示唆している。PA

４）植物における生命現象の分子機構の解明
＜要 約＞

強光照射下でのD1タンパク質の初期損傷部位を解析し切断部位を明らかにしたほ
か、光形態形成過程を制御する因子について2種類の候補遺伝子の発現解析を行うな
ど、光利用効率の制御機構解明を進めた。トウモロコシC4型ホスホエノールピルビン
酸カルボキシラーゼ(PEPC)遺伝子を陸稲に導入し、トウモロコシの約4倍のPEPC活性
を有する形質転換陸稲を作出した。イネの千粒重を制御するQTLが光合成産物の転流
にも関与することを明らかにするなど、光合成産物の固定・代謝・転流の機構解明も
順調に進展している。pMADS遺伝子の発現抑制が花弁の二重化をもたらすことを明ら
かにしたほか、原形質膜オーキシン受容体単離へ向け新規手法の開発を進めるなど植
物の形態形成機構の解明を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 、研究資金： 百万円12.0 4.0 101.3
12 IF 71.8 6.0 2 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

ミクロシーケンス法で タンパク質の切断部位を、ペプチドマッピング法で架橋部位D1
を調べた。切断は タンパク質の ループの 端側で、架橋は 端側で起こることがわD1 DE C N
かり、 ループ上の活性酸素攻撃部位で切断されるか架橋されるかが決まる可能性が示DE
された。葉緑体強光逃避反応の欠損したアラビドプシス突然変異体（ ）は野phot2, chup1
生株に比べて光合成光阻害と光傷害を受けやすいことを示し、強光逃避反応が光傷害回
避に必須であることを明らかにした。 タンパク質プロセシング酵素の活性に必須なアD1
ミノ酸残基のひとつ を あるいは に置換した変異酵素を作出し、大量発現系Lys338 Arg His
を構築するとともに、 種類の変異酵素ともに活性をもたないこと、 変異株は高温で2 Arg

。 。のみ活性をもつことを明らかにした 現在これら変異酵素の酵素学的解析を行っている
ラン藻の タンパク質プロセシングの様相を調べ、低温ストレス下でプロセシングが特D1
異的に阻害されること、プロセシングが 段階で進行することを明らかにした。好酸性光2
合成細菌 の光合成色素 の 解析を種々の溶媒中で行い、励Acidiphilium rubrum Zn-Bchl a NMR
起エネルギーと溶媒の屈折率とが直線的な相関関係を示すことを明らかにした。生葉の
光合成機能の非破壊イメージングに向け、超高速プログレッシブ カメラによる解析CCD
法と超高磁場型ミクロ による解析法とを比較検討した。MRI

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
光形態形成過程を制御する因子の候補である 型転写因子（ ）並びに機Zn-finger RA1525

能未知遺伝子（ ）についてノーザンブロット法で発現解析を行った。これら遺伝CK0055
子の発現が光刺激に対して大きく変動していることを確認した。特に、 は遠赤色RA1525
光に対しても明瞭な発現増加を示すことから、フィトクロム が光受容体であることがA
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示唆された。 は黄化葉と暗所下の緑葉に著しく多く発現しているなど、発現の組CK0055
織特異性に関しても情報を得た。また、上記 種の遺伝子に関して形質転換イネを 種類2 4
作出し、 種子採取のための栽培を行った。イネのフィトクロム のシグナル伝達系のT1 A
構成要素を同定する目的で、フィトクロム と相互作用するタンパク質を網羅的に単離A
する手法を酵母ツーハイブリッド法を用いて構築した。シロイヌナズナ胚軸伸長促進変
異系統 では最大 の核相がみられ、野生型より 回多い の関与が示唆lhr 32C 1 endoreduplication
された。また、 は野生型よりγ線耐性が高く、 修復能力が大きかった。 マlhr DNA CAPS
ーカーで変異形質のマッピングを行い、第 染色体短腕に変異の原因遺伝子が存在するこ5
とを明らかにした。

（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
① 植物における 光合成酵素の生理機能の解析C3 C4

陸稲ハッサクモチへの遺伝子導入法を検討した。カルス誘導培地、アグロバクテリウ
ムを感染させるカルスの大きさと感染方法、選抜培地の種類と薬剤耐性マーカーである
ハイグロマイシン濃度、再分化培地等を検討した。その結果、日本晴への遺伝子導入条
件を基本とし、アグロバクテリウム感染時に 秒の減圧処理をすること、選抜培地のハ30
イグロマイシン濃度を低減させることにより、約 の高い形質転換効率を達成するこ40%
とができた。本法でハッサクモチにトウモロコシ 型ホスホエノールピルビン酸カルボC4
キシラーゼ( )遺伝子を導入し、ハイグロマイシン耐性を示す植物体を 個体得た。PEPC 78
ほぼすべての個体でトウモロコシに由来する 蛋白質が検出された。また、 以上PEPC 90%
の個体が非形質転換体の 倍以上の 活性を示した。最大 活性は非形質転換体10 PEPC PEPC
の約 倍、トウモロコシ活性の約 倍であり、高発現に成功した。150 4

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
エレオカリス属の水陸両生植物は、生育環境の違いにより葉構造と光合成型を様々に

変換し、 光合成の発現調節機構を解析する上で有用なモデル実験系である。本年度C3,C4
は、 変換に伴い、光呼吸特性がどのように調節制御されているのかを検討した。エC3,C4
レオカリス属植物の陸生型では、葉肉細胞に を蓄積しているが、 補償点は典Rubisco CO2
型的な 型の値を示した。 に対する植物ホルモンによる 形質の誘C4 C3,C4Eleocharis vivipara
導実験から、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とクGDC
ランツ型構造の分化とは、独立に制御されていることを明らかにした。十数種の 植物C4

GDC GDC NADP-MEについて 維管束鞘における の発現を免疫電顕法で解析し の蓄積量は、 、
型で少なく、 型と 型で多いこと、それには維管束鞘葉緑体のグラナの発達PCK NAD-ME
程度と関連があることを明確にした。イネの葉鞘は、出穂前に一時的なシンク器官とし
ての役割をもつ。葉鞘の炭素代謝における構造と機能特性を明らかにするため、デンプ
ンの部位別蓄積パターンを検討し、デンプンは葉鞘の基部ほど多量に蓄積しており、葉
鞘の中間部では維管束鞘にのみ蓄積していることを明らかにした。また、ショ糖リン酸
合成酵素やショ糖合成酵素等の炭素代謝酵素の蓄積パターンにも、これに対応して部位
特異性が見出された。

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
イネの千粒重を制御する遺伝子座( )のファインマッピングに向け、準同質系統とQTLT

F1 QTL QTLph1日本晴を交配した の自殖後代の中から、 領域がヘテロの個体を選抜した。
として見出された遺伝子( )は、光合成産物の転流に関わり、最終的には草丈を制御Ph1
することを明らかにした。出穂期葉鞘におけるデンプン分解関連遺伝子群の発現モニタ
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リングに最適なサンプル条件を検討し、生育ステージに加え日変化が葉鞘のデンプン含
、 。量に大きく寄与しており サンプリング時に留意する必要があることが明らかとなった

イネ粒大の異なる 品種・系統で、登熟過程における プロテインキナーゼ遺伝子群の3 OSK
発現パターンを比較したが、明確な関連は認められなかった。 種類の プロテインキ3 OSK
ナーゼ（ 、 、 ）を 融合タンパク質として大腸菌で発現させるととOSK1 OSK24 OSK35 GST
もに、ツーハイブリッドスクリーニングによって得られた 種類のβサブユニットを、4

によって、 で化学発光標識したタンパク質として合成した。こTNT Quick System in vitro
れらのタンパク質を用い、 を行い、 プロテインキナーゼとβサブGST pull down assay OSK
ユニットとの直接の相互作用を確認した。

（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
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

ペチュニアのＺＦ遺伝子 は花粉母細胞に特異的に発現し、減数分裂の制御に重MEZ1
要な機能を果たしていることを明らかにした。また本遺伝子の導入による遺伝子サイレ
ンシングによってペチュニアを雄性不稔化し得ることを見出した。ペチュニアの花のホ
メオティック遺伝子 が雄ずいおよび雌ずいの器官特異性の規定および雄ずい間領pMADS
域における花序分裂組織の形成の抑制という２つの機能を果たす クラス遺伝子であるC
ことを明らかにした。また、この遺伝子を用いてペチュニアの花弁を二重化し得ること
を見出した。イネの 遺伝子 種についてプロモーター活性および の発現の解析をZF 6 mRNA
行った。マイクロアレイによる 導入アラビドプシスの解析の結果、標的遺伝子の35S::LIF
候補と考えられる遺伝子が検出された。

（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 （ )遺伝子への変異導入がオーキシン応答異常を示し1 ABP1
た。応答解析より は細胞の伸長生長を誘導する受容体機能を担っている可能性が示ABP1
された。更に、原形質膜から と相互作用する膜タンパク質を検出することができ、ABP1
原形質膜受容体の構成タンパク質である可能性が考えられた。自然突然変異による 点変2
異型 除草剤抵抗性アセト乳酸合成酵素( )遺伝子が、イネの形質転換の選抜マーカPC ALS
ーとして利用可能であることが確認された。この 点変異型 遺伝子以外に、異なった2 ALS
箇所が変異した 遺伝子が得られており、異なる変異箇所を組み合わせた遺伝子を作ALS
製したところ変異酵素は 除草剤およびスルフォニルウレア系除草剤にたいする抵抗性PC
が異なることが判明した。

５）動物における生命現象の分子機構の解明
＜要 約＞

ブタ体外成熟卵子に対し電気刺激およびブチロラクトン－1処理によって正常な活
性化卵子獲得法を確立するなど、発生分化機構の解明や発生工学的利用技術の開発を
進めた。成長等に関与する細胞因子については、ブタ抗病性関連遺伝子Mx1の解析に
よりインフルエンザ増殖抑制能がMx1遺伝子のエキソン上の塩基欠損に基づくことを
明らかにした。シバヤギにおいて血中グルコースや脳内メラノコルチン系が繁殖制御
中枢の調節に関与している可能性を示した。カブラハバチで安定した外来遺伝子導入
・形質転換系の開発等を行った。また、カイコでは幼虫の皮膚が透明となるog突然変
異はキサンチン脱水素酵素のモリブデン補酵素合成遺伝子の変異によることを明らか
にし、飲み込み行動には未知の味覚感覚子の存在を見いだした。永久休眠を行うネム
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リユスリカ幼虫は無脳でも乾燥過程では大量のトレハロースの合成・蓄積を行い休眠
準備を行うことや、終齢期のカイコ幼虫においてはグルタミン合成酵素活性の急激な
増加に伴いアミノ酸合成量が増大することなどを明らかにするなど、研究は順調に進
展している。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 、研究資金： 百万円53.2 30.5 433.4
74 IF 114.5 1.2 15 3【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

種々の細胞表面マーカー抗体で 細胞を染色してフローサイトメトリー( )解析しES FCM
た結果、 と の発現に大きなばらつきがあることが示され、単一の 細胞PECAM-1 SSEA-1 ES
株は均一な細胞集団ではなく、性質の異なる亜集団が存在することを明らかにした。次
に、 により 陽性・ 陽性、 陽性・ 陰性、 陰FCM PECAM-1 SSEA-1 PECAM-1 SSEA-1 PECAM-1
性・ 陰性の 種類の 細胞を分画して、既知の未分化細胞、分化細胞に特異的なSSEA-1 3 ES
マーカー遺伝子の発現を調べた。その結果、 陰性細胞は分化マーカーの発現がPECAM-1

oct3/4上昇していることや、未分化状態の維持に関するマスター遺伝子と考えられている
は の発現制御に直接関与していないことを明らかにした。また、興味深いことPECAM-1
に、 種類の分画細胞を培養すると、それぞれ他の分画を再構成することが判明し、特に3

の発現は可逆的であると思われた。さらに、これらの細胞を用いてキメラ胚を作SSEA-1
出したところ、初期発生において 陽性細胞が特異的に内部細胞塊に寄与し、後PECAM-1

ES期発生では原始外胚葉を占めるようになることを示し、これらの細胞表面マーカーが
細胞の未分化性等に密接に関連していることを明らかにした。

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・形態形成関連遺伝子IGF-1
の発現様式の解析
ブタインシュリン受容体遺伝子が肝臓、心臓、卵巣、腎臓、脾臓等で発現しているこ

DNA d-loopとを確認し 現在クローニングを行っている また ニワトリミトコンドリア の、 。 、
領域に存在する 塩基多型を容易に検出する方法を開発した。一方、ニワトリ個体へのマ1
ーカー遺伝子( )の導入に関し、初期胚より採取した始原生殖細胞を でトランGFP in vitro
スフェクションし、レシピエント胚へ移植したところ、初期胚生殖巣で 遺伝子の強GFP
い発現が観察された。処理胚を孵化させ、成熟した個体がマーカー遺伝子をもつかどう
か現在調査中である。放卵直後の受精卵より採取した胚盤葉細胞の長期培養と遺伝子導
入については、継代法の改良、 遺伝子の導入と細胞の選別法を検討している。排卵GFP
直後のニワトリ受精卵あるいは未受精卵の操作のため、濃厚卵白の付着していない排卵
直後の受精卵の体外培養を試みたところ、低率ではあるが孵化個体が得られた。

③ブタ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
活性化処理後に分割した体細胞クローン胚の が体外培養により桑実胚から胚盤胞21.4%

、 。 、へと発生し 胚をアルギン酸包埋して体内培養した場合と同等の値が得られた さらに
胚を 頭のレシピエントに移植したところ 頭の子豚が生まれた（ ）が、上記の307 14 1 0.3%

2.9% 3/103 48体内培養胚の場合の成功率 ( )よりも有意に低かった また 豚未成熟卵子は。 、 、
時間成熟培養を行うと電気刺激およびブチロラクトン－ を用いて活性化刺激を与えるこ1
とによって、効率に活性化されることが明らかになった。その際、卵丘細胞が卵子の活
性化後の発生に必須であることも明らかになった。さらに、形質転換豚の生産に向けて
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エンハンスト ( )導入体細胞を用いた核移植を行い、発生胚において の発現GFP EGFP EGFP
が観察された。

④ウシ胎盤細胞の分化増殖および再構築要因の解析
生殖系列細胞の分化・増殖の責任遺伝子を解明することを目的として、ウシ栄養膜細

胞系（ 細胞）をモデルとしてその候補遺伝子の発現検索を行うとともに、この細胞BT-1
の不死化株を樹立することを試みた。 細胞と生体の胎膜組織の遺伝子発現を 種類BT-1 8

BT-1の胎盤関連遺伝子について比較したところ、そのパターンは両者でほぼ一致した。
細胞における 、 ( )の発現に及ぼす腫瘍壊死因子α、インシュリンIFN-t placental lactogen PL
様因子 およびソマスタチンの影響を検討したが、これらの成長因子 サイトカインは、I /

や の発現を促進しなかった。ウシの成長分化因子( ) および、骨形成タンパIFN-t PL GDF 9
ク質( ) をクローニングした。ウシ は新規の遺伝子で、胎盤と 細胞で発現BMP 4 BMP-4 BT-1
していることを によって確認した。 細胞に の 抗原遺伝子をリポフェクRT-PCR BT-1 SV40 T
ション法で導入した。遺伝子導入細胞を で選択、耐性細胞を得た。 抗原の導入前G418 T
後で、細胞の形態・細胞増殖について著しい変化は認められなかった。

（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

ウシ大腿骨および肝臓から樹立した骨髄由来間充織細胞株や肝由来細胞株の諸性質を
免疫組織化学的手法および 法により解析した。また、コラーゲンゲル薄膜に平面RT-PCR
状の繭糸束を支持体として導入することで強度および形状維持力を向上することに成功
した。オクタン酸による脂肪細胞分化誘導に関与する細胞内情報伝達機構についてマウ
ス脂肪前駆細胞である 細胞を用いて検討した。昨年度ウシ胎盤の凍結切片を用い3T3-L1
て開発した、病理組織学用の切片上で動物細胞を培養する技術を発展させて、生体組織
に酷似した切片培養基質上で様々な細胞を培養して異なる細胞の形質発現を網羅的かつ
系統的に解析するセロミクス研究の新しい概念を確立した。

②発育、成熟等に関与する因子の探索および同定
ウシ遺伝子インプリンティングについて、 頭の つの遺伝子のインプリンティングは3 4

ヒト及びマウスにおける報告とは異なっていた。ウシプリオン遺伝子アミノ酸コード領
、 。域について アミノ酸を 単位とする繰り返しが 回と 回の個体がいることが分かった8 1 5 6

しかし、 回型ホモは見いだされなかった。その他、アミノ酸変異を伴うシーケンス変異5
P450 CYP CYP1A1は見いだされなかった ブタチトクローム ( )ファミリー遺伝子について。 、

及び の発現量にはテストステロンが影響する。 及び を導入しCYP2B22 CYP2B22 CYP2C49
たイネは薬剤耐性になることが確認されている。硝酸鉛による 遺伝子の活性化はHMGR

α依存性である。 遺伝子の発現量の低下は α非依存性である。ブタ 遺TNF- CYP7 TNF- Mx1
伝子について、エキソン に 塩基欠損を持つものはインフルエンザウイルス増殖抑制14 11
能がほとんど無く、本研究成果は特許申請した。

（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

ウシの脳定位固定装置ならびに視床下部へのカニューレ挿入法を改良して、無麻酔下
でより正確に正中隆起からの (成長ホルモン放出ホルモン)等の分泌動態や 分泌GHRH GH
調節因子の効果を調べることが可能となった。ブタの第 脳室にカニューレを留置して、3
ストレス発症に関わる (副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)を無麻酔下で第 脳室内CRH 3
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に投与することにより、副腎皮質からのコルチゾール分泌が増大することを見出した。
非拘束安静状態でブタににおい刺激を与えると脳波の周波数分布が大きく変化し、海

馬由来と考えられる周波数帯域も影響を受けることを見出した。そのため、海馬の電位
を直接計測・解析する手法を検証した。嗅粘膜におけるにおい受容機構を解析するため
の嗅細胞分離法をほぼ確立した。

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
シバヤギの急性低栄養モデルを用いてグルコースの静脈内投与が繁殖制御中枢の活動

におよぼす影響を検討し、急性低栄養による繁殖制御中枢の抑制はグルコース投与によ
り解除されることを明らかにした。これにより、グルコース自体、またはグルコース投
与によって低栄養時の血中濃度変動が緩和される代謝基質が栄養状態を繁殖制御中枢に
伝えるシグナルの一部である可能性が示された。シバヤギにおいて脳内メラノコルチン
受容体の生理作用を検討し、メラノコルチン受容体アゴニストの脳室内投与は繁殖制御
中枢の活動を促進し、アンタゴニストの同時投与はその作用を解除することを明らかと
した。これにより、反芻動物において脳内メラノコルチン系が繁殖制御中枢の調節に関
与している可能性が示された。フェロモンの特異的受容器である鋤鼻器官の個体発生を
シバヤギにおいて検討し、妊娠 日前後の胎児では機能的には未熟であるが形態的には90
成獣に近い構造の鋤鼻感覚上皮の形成が起こっていることを明らかとした。脳室内に投
与したコレシストキニンの繁殖制御中枢に対する作用を解析し、コレシストキニンはシ
バヤギのフェロモン作用を仲介する神経伝達物質である可能性を示した。

（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
ヤマトヒメミミズとミサカヒメミミズの再生における新生細胞の役割について実験発

生学的な解析を行った結果、両種の再生力の違いは新生細胞の有無だけによるものでは
cDNAないことが明らかになった。また、ヤマトヒメミミズの再生断片と正常個体の間で

サブトラクションを行い、再生期に特異的に発現するクローンを多数得た。線虫では、
酵母ツーハイブリッド法により の細胞内ドメインと相互作用するタンパク質の６つToll
の最終候補を得た。また、豚回虫から、細菌注射によって発現が誘導される３つの新規

型抗菌ペプチドを見いだした。ASABF
ショウジョウバエ 遺伝子のカイコホモログ の 領域 と 領域 の間にVasa BmVLG 5' 6kb 3' 2kb

レポーター遺伝子 を挿入した形質転換ベクターをカイコに導入したところ、 齢幼LacZ 5
、 。虫の卵細胞では発現が見られたが 生殖幹細胞及び蛹卵巣では発現が観察されなかった

カブラハバチでは、 ホモログが、胚、若令幼虫、成虫で発現することが明らかになっdsx
た。また、性差次的に発現するいくつかの候補遺伝子を単離し、さらに、遺伝子機能解
析のための安定した形質転換系を開発した。

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
カイコの蛹の卵濾胞細胞膜画分から、特異的に幼若ホルモン( )に結合するタンパクJH

の存在が確認された。また、カイコ血液性 結合タンパクの大量発現系を確立し、哺乳JH
動物のレチノイン酸結合タンパクのホモログをクローニングした。エクダイソン( )とE
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脱皮ホルモン( )は異なる信号伝達経路を介して中腸上皮細胞の形態変化を誘導する20E
が、 は をセカンドメッセンジャーとした信号伝達系を介して新生細胞の増殖・分E cAMP
化を誘導することが示唆された。ディファレンシャル・ディスプレイ法によりクローニ
ングした 種類の蛹化特異的遺伝子のうち 種の転写開始点上流部の塩基配列を調べた結10 3
果、 種全てから蛹化特異的転写因子 の結合配列が見いだされた。カイコの の3 BR-C BR-C
アイソフォームのうち、これまでに２つの 配列を決定した。カイコの上皮成長因cDNA
子レセプター( )の全長 を得、配列解析からチロシンキナーゼを有することがEGFR cDNA

。 、分かった は のチロシン残基のリン酸化を濃度依存的に制御することからBmPP BmEGFR
が の受容体である可能性が強く示唆された。カイコ組織の質量分析法によBmEGFR BmPP

る同定法の確立を行った。これまでに雌雄のカイコ脂肪体や中腸等の主要数組織での二
次元電気泳動による展開を終了し、各組織 ～ 個程度のタンパク質をトリプシン処理2 300
して質量分析装置によって調べた。多くのタンパク質を同定する事ができ、幾つかにつ
いてはアミノ酸配列からカイコ データの間違いを見出すことができた。EST

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
カイコで真皮細胞増殖に関与していると考えられる気門周辺の細胞を詳細に観察した

4ところ、剛毛細胞にみられる細胞様の構造は気門周辺の剛毛以外の細胞でも観察され、
齢期間のどのステージでも観察することができた。この細胞様の構造はエリサン、エビ
ガラスズメでは観察されなかった。剛毛細胞の細胞増殖への関与の有無を調べるため、
剛毛を有する皮膚片と有しない皮膚片を移植しシストを形成させたが、剛毛を有する皮
膚片から形成されるシストの方が新たな細胞層、クチクラ層の形成が行われている傾向
があるものの明確な差は観察されなかった。剛毛細胞と細胞増殖の関係を明らかにする
ため、皮膚を受傷した際の剛毛細胞周辺の細胞増殖を の取り込みにより観察した。BrdU
受傷後 分で皮膚全体にその取り込みが観察され、 分後には傷を付けていない逆側の10 30
皮膚においても認められた。細胞増殖過多と考えられるコブ蚕で、細胞増殖に関係する
遺伝子の発現量を調べたところ、上皮成長因子レセプター のカイコにおけるホモロEGFR
グの 発現量に差が観察された。mRNA

（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
系統と 系統の間性形質について遺伝分析を行い、ともに 染色体上の突然変Isx-1 Isx-2 W

異により発現することが判明し、それぞれ間性（ ）ならびに第 間性（ ）と命名Isx 2 Isx-2
した。家蚕改良品種 品種のジェノタイピングを行うとともに、新たな実験手法として一4
塩基多型（ ）検出法を試用し、有効性を示した。第 連関群所属のホメオティック突SNP 6

E 3 EMu, EKp,然変異である 偽対立遺伝子群について 点実験を行った結果、基端部側から
の順序で配列していることを明らかにした。新規突然変異褐卵を発見した。ECw, Nc

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
絹糸昆虫のゲノム進化に関連し、ヤママユガ科の 種の昆虫のミトコンドリアゲノムに7

ついて全塩基配列の決定と比較検討を行った。捕食性半翅目昆虫の集団間遺伝子交流の
解析については、種内および種間における遺伝的変異を検出するための核およびミトコ
ンドリア マーカーを開発した。また、これらのマーカーを双翅目や総翅目などの害DNA
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虫種の識別・同定のために利用する方法を確立した。半翅目昆虫の薬剤抵抗性に関して
は、トビイロウンカや他のウンカのカルボキシルエステラーゼ遺伝子の増幅単位の一部
を比較・解析し、半翅目昆虫の増幅単位解析用の 用のプライマーの作製を行った。PCR

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
ショウジョウバエ 遺伝子のカイコホモログの遺伝子構造を解析し、 突然変異体mal ogk

でエクソンを含む領域の欠失があり、 突然変異体ではエクソン中に挿入配列があるこogt
ogとを確認した いずれの場合も コードしているタンパク質に欠失が生じることから。 、 、

遺伝子が ホモログであることが明らかになった。また、 突然変異体でみつかったmal ogt
挿入配列は、データベースに類似配列が見つからない新規のトランスポゾンであること

DNA 10がわかった。ゲノム 中のメチル化修飾を検出する方法として、従来の方法より約
、 。倍検出効率が高い 法を開発し カイコゲノム のメチル化修飾の存在を確認したPAM DNA

（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
複数の触角葉神経細胞の活動電位を多点電極を用いて記録し、その振幅、波形をもと

に個々の神経細胞の活動電位を分離した。同じ匂い刺激に対して、個々の神経細胞が時
間的に異なる活動電位の応答パターンを示した。繰り返しの匂い刺激に対する個々の神
経細胞の時間的応答パターンの基本的構造は不変的であった。

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
ニクバエの唇弁付近に発現するレクチン様タンパク質は、ウエスタンブロット解析に

より唾液にも存在することがわかり、味覚情報により摂食時に吻管内に分泌される可能
性が考えられた。また今回新たに、唇弁 を鋳型とする から、 バインディRNA RT-PCR ATP
ングカセットプロテインファミリーと相同性が高い 回膜貫通型の膜タンパク質をコード6
するクローンを得た。カイコやニクバエの味覚応答記録から、 によるスパイク頻DMSO

、 、度と振幅の独立した抑制の様相 陽イオンの種類による糖応答の促進と抑制の現象など
味覚受容機構の解明につながる基礎知見を得た。ジャコウアゲハ幼虫の口器、雌雄成虫
の前肢ふ節に存在する味覚感覚子の形態と植物抽出物や糖に対する味覚応答を調べ、摂
食や産卵への関与を明らかにした。カイコの飲み込み行動の観察と口腔圧縮筋電位の記
録から、咀嚼運動とは独立し、味覚刺激に依存する飲み込み運動のメカニクスが明らか
になった。また、栄養状態の異なるカイコには、咀嚼回数・時間、味覚感度の分散値、
脳のドーパミン濃度等に顕著な相違が見られるなど、食欲のメカニズムの解明が進んで
いる。新規キラル分離試薬( ) メトキシ ( フェナントリル)プロピオン酸は、メン+ -2- -2- 9-
トール誘導体の 線結晶解析等から絶対配置は であり、効率的かつ厳密な分離を可能にX S
する試薬であることがわかった。

（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
ドウガネブイブイの前蛹、蛹の脳抽出物は 齢幼虫の休眠を覚醒させなかった。これら3

の抽出物は休眠覚醒の阻害効果をもつことを示唆した。対照として投与した蒸留水は覚
醒効果をもつことを示した。ネムリユスリカ幼虫の結紮後頭部および胸部を除去し乾燥
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休眠誘導を行ない、完全に乾燥したことを確認の上、吸水をさせたところ、 割以上の除9
脳乾燥幼虫が蘇生した。脳がなくても幼虫はトレハロースの合成蓄積をおこなった。こ

、 、 、 （ ）のことは幼虫が持つ脳 消化器官 筋肉等のそれぞれの器官が 独自に 植物のように
乾燥ストレスに応答し、自己完結的に乾燥休眠準備、例えばトレハロース合成蓄積等を
行なっていることを示唆する。チャバネアオカメムシ卵巣の切片に対して酸性フォスフ
ァターゼ活性染色、タンパク質分解酵素ザイモグラフィーを行ったところ、ろ胞細胞内
に卵母細胞の内容物より強いタンパク質分解酵素活性が存在することが示された トノ.
サマバッタを二世代単独飼育し孤独相系統を作った。その 齢と 齢幼虫の脱皮時にコラ2 3

、 、 、ゾニンを注射し 終( )齢と成虫の形態に及ぼす影響を調べたところ コラゾニン投与が5
齢幼虫のプロノータムの形と成虫のある形態的形質に影響することが分かった。5

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
グルタミン合成酵素（ ）は、 、 齢期を通じて活性の変動は比較的少なかった。一GS 4 5

方、グルタミン酸合成酵素（ ）は 齢期には活性は弱かったが、 齢になると急激GOGAT 4 5
（ ） 、 。に活性化し 齢 日目 吐糸開始日 にピークに達し 以後蛹化するまで活性は減少した5 6

。 、この活性の変動は特に後部絹糸腺で顕著であった 幼若ホルモン活性物質の投与により
、 。GOGATのタンパク質発現が抑制され 活性化が著しく抑制されることが明らかになった

以上のことから、 齢期に幼若ホルモンが体内から消失することによって 系の5 GS/GOGAT
の発現が活発になり、アンモニアが再利用される割合が高まり、絹糸タンパク質GOGAT

の合成に必要な大量のアミノ酸の供給がされると推測された。
糖受容体の候補として得られた クローンから推察されるタンパク質の分子量はcDNA

約 で、 回膜貫通構造を有していた。この分子量及び構造は、他の糖輸送体に類54kDa 12
似しており、今回単離したクローンが糖輸送体としての機能を有していることが推察さ
れたので、本クローンをカイコ糖輸送体（ ）遺伝子と命名した。BmSut
齢起蚕のステロール含量は、エリサンでは飼料に添加したステロールに応じて増減が5

みられ、ステロール無添加飼料で飼育したものでは を下回る個体もみられた。一0.1 mg/g
方、カイコでは、 区で僅かに 齢に到達した個体を含めて比較的一定の含量に保0.25 mg/g 5
たれていた。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明
＜要 約＞

塩ストレスにより発現量が増加する3種類のイネ液胞膜型Na ／H アンチポーター遺+ ＋

伝子を単離した。phyA突然変異体でのマイクロアレイ解析により、遠赤色光による情
報伝達に関わる遺伝子群を見いだすなどイネにおける光情報伝達経路の解明を進め
た。イネいもち病抵抗遺伝子Pi-ta2の座乗位置を0.14cMの領域にまで絞り込んだ。ミ
ヤコグサにおいて、毛状根形質転換系を用いた新たなRNAサイレンシング法を開発す
るとともに、根粒菌の感染初期から根粒形成に至るまでの過程の遺伝子発現プロファ
イルを行った。また、ハリクチブトカメムシの行動制御物質の化学構造を推定して捕
食性カメムシ等の行動解発因の解明を進めた。クワ葉を褐変させる生理活性物質を産
生する植物病原糸状菌 を同定するなど生物間相互作用の解明Myrothecium verrucaria
を進めた。β-ラクトグロブリン上の経口免疫寛容を誘導するアミノ酸残基配列を特
定するなど生体防御機構の解析を進めた。カイコ由来の転写因子BmRelA及びBmRelBは
翻訳産物のN末端52アミノ酸残基の有無の違いにより、異なるカイコ抗菌性タンパク
質を選択的に活性化することを明らかにした。
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【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 、研究資金： 百万円34.0 27.5 311.4
47 IF 143.0 3.0 6 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

イネ液胞膜型 アンチポーター遺伝子が新たに 種類クローニングされ、その組織Na /H 3+ +

特異的発現および塩ストレスによる発現上昇を明らかにした。 遺伝子の機能を酵OsCLC
母破壊株の相補性試験により確認した。 マングローブより細胞型 アンチポーターNa /H+ +

。 、遺伝子を取得した イネなどにおける塩ストレスにともなうイオン含量の変動を解析し
輸送体の機能を推論した。 イネにおける塩ストレス順応過程におけるサブトラクション

ライブラリを構築した。cDNA

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
ニチニチソウ培養細胞の形質転換が困難であることから、イネを形質転換し、シアン

耐性呼吸の末端酸化酵素( )プロモーターによる の発現を確認した。寒天培地上AOX GUS
で培養した場合、無処理のコントロールでも高い発現がみられたので、液体培養に切り
替えた。植継ぎして 週間後の培養細胞が、比較的 の発現量が低く、ストレス応答の1 GUS
測定に向いていることがわかった。ニチニチソウ培養細胞にサリチル酸を与えて細胞質

pH 31P-NMRが酸性化している時にシアン耐性呼吸阻害剤を加え、細胞質と液胞 の変化を
スペクトルから非破壊かつ経時的に測定したところ、細胞質はさらに酸性化した。した
がって、リン酸吸収時の細胞質 調節にはシアン耐性呼吸が関与している可能性が示唆pH
された オシロイバナ根から タバコのガラクトースリッチ塩基性糖タンパク質( )。 、 GBGP
と同様の挙動を示す を精製することができた。また、同様の手法をアラビドプシGBGP
ス培養根に適用し、 様タンパク質を の銀染色像において検出した。GBGP SDS-PAGE

（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

フィトクロム( ) 特異的なシグナルによって発現の変化する遺伝子群の検索を目的phy A
に、マイクロアレイで発現変動パターンによるクラスター分析を行った。遠赤色光照射
後、野生型では一過的に発現量が増加したが、 突然変異体では変化しなかったクラphyA
スターが見いだされ、情報伝達に関わると考えられるプロテインキナーゼや転写因子の
遺伝子群が含まれていた。突然変異体を用いた研究により、 、 、 が協調しphyA phyB phyC
て開花時期の調節に関与していることを明らかにした。 突然変異体の黄化芽生えにphyA
遠赤色光を照射すると、わずかだがクロロフィル 結合タンパク質( )遺伝子の発現a/b- CAB
が誘導された。しかし、 二重突然変異体ではその誘導が全く認められなかったこphyA/C
とから、 が、寄与率は小さいが、遠赤色光の受容体として機能していることが示さphyC
れた。イネの光屈性突然変異体 の原因遺伝子が位置する領域を マーカーによっcpt1 DNA
て絞り込み、２つの クローンから成るコンティグに落とし込むことができた。解析PAC
の結果、突然変異は大規模な欠失によることが分かり、約 に及ぶ欠失領域を確定し200kb
た。欠失領域に含まれる予測遺伝子を検索したところ、有力な候補遺伝子が見つかり、
相補実験を行っている。イネの青色光受容体と考えられる 相同遺伝子を単離し、そCRY2
の発現パターンを解析した。

（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
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イネいもち病抵抗性遺伝子の解析により明らかになった抵抗性遺伝子近傍のゲノム変
動が の抵抗性遺伝子近傍でも見られることが明らかになり、より一般的な分Arabidopsis

HEGS RGAscan析のためにイネゲノム全体で抵抗性遺伝子アナログを、新たに開発した ・
により走査し の抵抗性遺伝子アナログ( )を マーカーの地図にマップした。1,152 RGA 1,023
また、イネの第 染色体セントロメア部位に存在するいもち病抵抗性遺伝子 周辺の12 Pi-ta2
に及ぶ物理地図を のＦ の劣性ホモ植物の分析により絞り込まれた の領2Mb 3,620 2 0.014cM

域上に作製した。この領域ではいくつかの抵抗性遺伝子候補が得られ、相補性試験に移
されつつある。また、 に対応するいもち菌非病原性遺伝子 周辺の物理地図も作Pi-b AvrPib
製された。

（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

根粒特異的な遺伝子の機能を解明する目的で、ミヤコグサの毛状根形質転換系を用い
た効率的な サイレンシング法を開発した。カリフラワーモザイクウィルス プロRNA 35S
モーターまたは根粒感染細胞特異的なプロモータと のキメラ遺伝子を導入したミヤGUS
コグサ形質転換植物をモデルとして、 翻訳領域の一部からなる 本鎖 を導入したGUS 2 RNA
毛状根を誘導し、形質転換毛状根および根粒で効率的に 活性が低下ないし消失するGUS
ことを確認した。これにより、本法を展開することによって根粒特異的な遺伝子につい
て、網羅的な 実験が可能となった。Loss-of-function

（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モデル植物ミヤコグサにおける ファクター応答の解析Nod
根粒を含むミヤコグサ各器官に由来する重複のない よりなる包括的なマク18,432 EST

ロアレイを用いて、感染初期から窒素固定根粒形成に至るタイムコースを追った遺伝子
。 、 、発現変動を解析した その結果 有意な発現増加を示す クローンをリストアップし1,007

その中には約 種の 遺伝子をはじめこれまでに根粒で特異的な発現が認められて30 nodulin
いる遺伝子のほぼすべてと、多くの病原菌応答遺伝子、ストレス応答遺伝子、シグナル
伝達関連遺伝子、転写因子、植物ホルモン関連遺伝子などが含まれていた。感染初期に
発現する遺伝子と、根粒原基の形成から窒素固定根粒に至る過程で発現する遺伝子はほ
とんどオーバーラップせず、病原菌やストレス応答遺伝子の多くは感染初期に一過的な
発現を示した。

（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オス臭腺分泌物中の主要 成分の化学構造を推定した。ゴマダ4

ラカミキリについては、活性 物質群のうち第 群から、 種の新規ケトン化合物の化学構3 2 5
造を決定し、生物活性を確認した。クロヤマアリについては、体表炭化水素組成が巣仲

、 。間認識フェロモンとして機能していることを 化学合成した炭化水素を用いて証明した
また、外部形態についてはクロヤマアリ タイプ間で明確な相違点が認めらなかった。そ4
のほか、キオビエダシャクの摂食刺激物質を同定し、摂食行動に視覚的要因が関与して
いる可能性を示した。そのほか、コシロモンドクガやリュウキュウクロコガネの性フェ
ロモン成分と特異的な機能を明らかにした。
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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
ツマグロヨコバイの唾液腺に含まれるフェノール酸化酵素（ ）活性は、羽化後 日PO 12

PO間を通じて一定しており、抵抗性イネ品種を与えても新たな誘導はなかった。唾液腺
はアセトン沈殿により ％回収されたが（精製倍率 、ハイドロキシアパタイト吸着80 2.5）
クロマトグラフィーとゲル濾過で精製を進めたが、ゲル濾過の段階で活性が消失した。
ブタクサハムシの摂食は、ブタクサ由来のトリテルペノイドを含む画分とカフェー酸誘
導体を含む画分の混合により引き起こされた。 分析によりトリテルペノイドとしGC-MS
てα とβ が同定された。これまでに昆虫毒性の報告がなかっ-amyrin acetate -amyrin acetate
たクワ、ハマイヌビワ、パパイア等の乳液を含む植物が毒性を持つことが判明し、その
原因は乳液にあることが示された。パパイアでは乳液中のパパインというシステインプ
ロテアーゼが毒性の主因子であった。

（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
トビイロウンカ 解析を進め、全ミトコンドリアゲノム配列などを明らかにした。EST

節足動物の生殖に関わる新規 （ ）細菌を培養し、そのCFB Cytophaga-Flexibactor-Bacteroid
特徴を明らかにするとともに、新たな 細菌を数種見つけた。改変シロアリセルラーCFB
ゼ群を形質転換したパン酵母において、セルロースを唯一の糖源として生育しうるクロ
ーンを得た。動物セルラーゼの分子系統解析から、それらの少なくとも一部は系統発生
とともに子孫から受け継がれてきたことを明らかにした。精製リボソームサブユニット
とリボソーム内部進入領域( )の共存下で に対する化学修飾を行ない、リボソーIRES RNA
ムサブユニットと接触する部位を解析した。類縁ウイルス間で塩基配列が保存されてい
るループ領域が サブユニットに認識された。40S

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
クワ萎縮病ファイトプラズマが罹病クワの冬芽や花穂、果実、種子などから初めて

により検出できた。また、チマダラヒメヨコバイ等、新たに 種類の昆虫からNested PCR 3
ファイトプラズマが検出され、新媒介昆虫である可能性が示唆された。クワノメイガと

、 、その寄生蜂からほぼ の個体でウォルバキアが検出されたが その塩基配列は異なり100%
両昆虫間の水平伝搬の可能性は否定された。昆虫腸内に細菌が定着した際に特異的に発
現する遺伝子を解析したが、現在のところ、まだ特定出来ていない。 種の昆虫から、100
新たにクレブシーラ属細菌、シュードモナス属細菌が多数分離され、昆虫腸内定住細菌
である可能性が示唆された。また、 はコガタルリハムシ、コナガの腸Enterobactor cloacae
内でも定着・増殖することが分かった。

（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
および植物ー微生物ー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
ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスの産生する封入体( )を食下したカイコspindle

幼虫の囲食膜は消失したことから、スピンドルが囲食膜を崩壊させることで、カイコ核
多角体病ウイルスの感染が増進すると考えられた。 カイコの 菌 型毒素抵抗性Bt Cry1Ab
遺伝子座位は第 連関群の マーカーの一つである に近接していた。蚕品種の15 cDNA m44

型毒素に対する感受性比較で、約 倍の品種間差異が認められた。蚕品種の昆Cry1Ac 600
虫病原糸状菌 に対する感受性比較で、浸せき接種試験の場合 倍Beauveria brongniartii 3,000
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以上、注射接種試験の場合約 倍の差異があった。品種間差異には幼虫の血体腔内で1,000
の防御機構が関与していると推察された。カイコの重要病原である がVairimorpha sp. M12

M12 PCR野外昆虫 キイフトメイガから検出され 新たな の保有昆虫が明らかにされた、 、 。
pHが蚕卵内の微胞子虫の検出に適用できることを実証した のシスト形成には。Leptomonas

。 。が影響した 同原虫を ％グリセリン液に浮遊することにより ℃保存が可能であった35 -80
オゾンによる蚕関連病原の不活化効果について検討し、その有効性を明らかにした。

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

種の植物から 菌株の病原糸状菌を分離した。そのうち、生理活性物質を生産する54 83
可能性のある 菌株を用いてメタノール抽出物の葉への影響調査を行い、クワ葉に明瞭16
に褐変を形成させる生理活性物質を生産する 菌株を選抜した。この菌株の至適生育温度1

Myrothecium verrucariaは ℃であった。さらに 種類の培地での生育特性はクワ暗斑病菌30 6
と類似していた。本菌は菌学的諸性状から と同定された。Myrothecium verrucaria

（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機能の解析、および細胞系を用いた免疫関連
遺伝子の機能解析
ウシ ( ) に対するモノクロナール抗体を作製した。ミクログcluster of differentiation CD 34

リア－神経細胞共培養系を用いた解析から活性型ミクログリアによって誘発される神経
細胞死に腫瘍壊死因子( )が関わるが、熱ショックタンパク質 は関与しないこTNF HSP70

IL-18 Tとを示した。 ノックアウトマウスでは経口免疫寛容が正常に誘導されず、抑制生
細胞の成熟が見られないことを明らかとした。また前駆体から に変換する酵素カスIL-18
パーゼ ノックアウトマウスより樹立した樹状細胞が 様受容体、 受容体を介する-1 Toll Fas
炎症性サイトカインの産生およびアポトーシス誘導に欠陥があることを明らかとした。
山形県及び島根県の和牛集団の主要組織適合複合体( )クラス の遺伝子多型をMHC IIDRB3
塩基配列決定により行った。牛乳アレルゲンタンパク質、β ラクトグロブリンの 細胞- T
認識領域のうち、 残基部分が経口免疫寛容を誘導することを明らかにしたが、ア139-154
ミノ酸置換の位置を工夫することにより、 ・ 細胞の選択的制御が可能であることTh1 Th2
を示した。消化管免疫応答修飾に効果のあるプロバイオティクスの検索を行い、 抗体IgE
産生低減化に働く乳酸菌を見出した。

（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

カイコの 種の タンパク質は、わずかな構造の違いにより全く異なる抗菌性タンパ2 Rel
ク質遺伝子の活性を制御していることが明らかとなった。カイコ抗菌性タンパク質モリ
シンの三次元構造が明らかとなり多数のヘリックス構造が連続する新しい構造をとるこ

。 、とがわかった 昆虫抗菌性ペプチドと改変ペプチドの膜に作用するメカニズムにおいて
膜とペプチドの電荷の相互作用が重要であることが明らかとなった。カイコの消化液か
ら 種の抗ウイルスタンパク質が同定され、その遺伝子発現が形態形成と綿密な関係にあ2
ることがわかった。

Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発
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【平成14年度の主要な成果】
・ガンマ線照射によるキクの花色変異 品種の育成4
・イオンビームによるキクの花色変異 品種の育成6
・イネ低グルテリン遺伝子 の単離と作用機作の解明Lgc1
・低グルテリン・ グロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育 号」26kDa 2
・低グルテリン・ グロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育 号」26kDa 3

１）遺伝子組換えによる機能性作物等新生物資源の開発
＜要 約＞

遺伝子組換えによる生産性向上に向けて節間特異的に発現する遺伝子を新たに単離
するなど着実に研究を進めた。放線菌キチナーゼを導入したイネのうち30％以上でい
もち病抵抗性を示すとの結果を得た。酸性土壌耐性や赤かび耐性の付与のため、PEPC
遺伝子やVP1遺伝子を導入したオオムギを作出するなど遺伝子組換えを利用したスト
レス耐性作物の開発を進めた。また、スギアレルゲンの抗原決定基をイネ種子中に高
蓄積させる配列を明らかにするなど健康機能性を増強した米の作出を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円6.7 5.7 111.5
6 IF 13.9 2.3 3 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

13 PEPC+PPDK F1 6 5 F2年度交配で作出した イネ 系統の自殖後代より 系統については（ ） 、
ホモ系統を、 含量の低い 系統については ホモ系統を得た。これら 系統についてPPDK 2 F3 2
遺伝子導入効率を検討し、 含量の低減によって比較的妥当な効率で遺伝子が導入でPPDK
きることを確認した。既に作出済みの 含量の高い イネ（ × ）PPDK PEPC+PPDK PE2 PD259
にイネ 型 遺伝子の導入を続行した。遺伝子導入効率が非常に低く、また再C3 NADP-ME
分化個体の生育率が低かったが、 個体の遺伝子導入イネを得、採種した。当初計画には3
なかったが、 番目の 光合成酵素、 リンゴﾞ酸脱水素酵素（ ）を導入4 C4 NADP NADP-MDH

、 。 、することとし 遺伝子導入用プラスミドの構築とイネへの遺伝子導入に着手した また
イネ 型 の発現効率を高めるため新たなプラスミドを構築した。C3 NADP-ME

②植物の草型制御技術の開発
生長組織特異的プロモーター につないだ改変ブラシノライド遺伝子(Δ )導D18 OsBRI1

入イネ（コシヒカリ）は、葉の直立程度が少なかった。より発現性の高いプロモーター
を得るため、 ゴールド染色により節間特異的に発現する遺伝子を単離し、そのプSYBR
ロモーター領域の解析を進めている。イネゲノム情報から新規 β水酸化酵素遺伝子 個2 2
OsGA2ox2, OsGAox3 OsGA2ox1（ )を単離した。前者は植物で発現しなかったが、後者は

（すでに単離済み）と異なり、活性型ジベレリン( )への応答性があった。 サブトGA PCR
ラクション法により、茎特異的プロモーターの候補を得た。

（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

緑色特異的プロモーター（ )はキチナーゼ発現個体のいもち病耐性付与に効果がなCab
く、隔離圃場採種コシヒカリ（ 世代）の 系統では 、他の 系統では ～ のキR4 1 100% 1 0 100%
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チナーゼ発現がみられた（ )。いもち病抵抗性に関与する可能性のある遺伝子を同ELISA
定するため、マイクロアレイ実験により、グルカナーゼ遺伝子過剰発現個体で発現の増
加するクローンを得たが、ノーザン分析やウエスタン分析での再現性の得られない場合
が多かった。放線菌キチナーゼ遺伝子を導入したイネの が 以上のいもち病防除価1/3 50%
を示した。 ( ベクター)は、イソペンテニルトランスMulti-Auto-Transformation Vector MAT
フェラーゼ( )選抜及び によるマーカー離脱の効率が低く、原型のままでは実用イipt R/RS
ネ品種に不適であった。平成 年度までの研究によりエンバクチオニンをイネ内で恒常13
的高発現することでイネ苗立枯細菌病等の種子伝染性細菌病に対する防除が可能である
ことが明らかとなった。一方で、導入遺伝子の恒常的高発現は、開花時期、穂揃い等の
形質に悪影響を与える可能性が示唆された。選抜マーカー遺伝子( )の発現を形質転換hph
体の選抜に必要なカルスの時期にだけ発現する プロモーターで制御する基本ベク50,060
ターを構築した。更に基本ベクターへ形質転換条件の検討のため高発現プロモーターで
制御した 遺伝子、器官特異的発現を示すイネチオニンプロモーターに繋いだ 遺GUS GUS
伝子または、エンバクチオニン遺伝子を組み込んだベクターを構築した。イネチオニン
プロモーターの単離は、イネゲノムの配列情報（第 染色体）よりプライマーを作成し、6

を行って単離後、 側より一部配列を確認した。バイナリーベクターは、Genomic PCR 3'
をベースに、 プロモーター(北陸研究センター稲育種工学研究室より分pTRA415R 50,060

譲)の下流に、定法により の サイトを潰した遺伝子を繋hygromycin phosphotransferase RIEco
いだものを構築した。

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
パーテイクルガン用 ベクターを構築し、オオムギ（ニューゴールデン）未熟胚にPEPC

導入した。ハイグロマイシン耐性植物 個体のうち、 個体で目的遺伝子を確認した。65 45
現在、サザン分析を行っている。ダイズの形質転換効率向上をめざし、不定芽で薬剤耐
性をみとめたが個体再生に至らなかった。その原因は不定芽では形質転換細胞がキメラ
状に入っているためと考えられた。懸濁培養した へのアグロバクテリEmbryogenic callus
ウム感染を試験中である。

③環境ストレス耐性機能を強化した組換え個体の開発
コムギ 、イネキチナーゼ、イネグルカナーゼ遺伝子を含むパーティクルガン用ベVP1

クターを構築し、オオムギ（ゴールデンプロミス）未熟胚に導入し、各遺伝子について
それぞれ 、 、 個体の 陽性個体を得た。コムギ（農林 号）にも同様に 遺伝子2 3 2 PCR 67 VP1

1 18を導入して 選抜薬剤耐性個体を育成している 穂発芽しやすいコムギ 山陰 号と東山、 。 （
0 20 , 20 50 CaMV号 の培養条件を改良し それぞれ ％→ ％ ％→ ％に再分化率が向上した） 、 。

プロモーターの制御下に および をそれぞれ過剰発現するぺチュニアを35S ZPT2-2 ZPT2-3
得た。このうち を過剰発現する個体では乾燥処理に対して耐性を示すことが明らZPT2-3
かになった。 系統ペチュニアのミュータントパネルの 法によるスクリーニングW138 PCR

dTph1 ZPT2-2によって、トランスポゾン が挿入されたノックアウト変異体ペチュニアが、
遺伝子について 系統、 遺伝子について 系統、それぞれ得られた。 遺伝子1 ZPT2-3 2 ZPT2-3

、 、はこれまで傷害および低温によって発現誘導を受けることを見出していたが 今回Cu2+

および によっても発現誘導を受けることがノーザン分析によって見された。まNi Cd2+ 2+

た、 上流領域 とルシフェラーゼ遺伝子との融合遺伝子を導入したペチュニアZPT2-3 DNA
を用いた化学発光イメージングによって、 遺伝子上流域 配列が に速やかZPT2-3 DNA Cu2+

に応答するプロモーター活性を有することが明らかになった。
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（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

胚乳特異的発現の制御に関わる モチーフを認識する 転写因子を過剰発現さGCN4 RISBZ
RISBZ GUSせたイネは矮化する この形質は のプロモーターによってのみあらわれるが。 、

の発現からこのプロモーターは根毛部位と維管束特異的であった。また、 末端活性化N
ドメインを削除すると、 の発現しないドミナントネガティブ個体も得られた。イRISBZ
ネで集積しにくいダイズ グリシニンは、 と共発現させると、両方の会合にA3B4 A1aB1b
より 倍に集積量が増加した。スギアレルゲンの 細胞抗原決定基（ )に小胞体局在化3 T 7crp
シグナル を付加すると、 の種子蓄積が － 倍に増加した。ダイズフェリチンをKDEL 7crp 4 5
高発現するイネでは、胚乳がその集積部位であった。

２）新たなDNAマーカーの開発
＜要 約＞

ササニシキとハバタキの染色体部分置換系統群では44の最終候補系統の選抜を行
い、出穂期等に関してはマーカー選抜により奨励品種決定試験の候補系統を選抜する
など DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発を進めた ブタでは 5家系600、 。 、
頭のF2を解析するための統合連鎖地図の作成などを行った。カイコでは、BT毒素に対
する抵抗性の分子マーカーを開発した。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円3.3 7.0 30.9
9 IF 13.0 1.4 0 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

ササニシキとハバタキの染色体部分置換系統群の選抜においては、戻し交雑後代系統
群から 個体の最終候補を マーカーを指標として選抜した。穂発芽抵抗性に関与す44 DNA
る遺伝子については、候補ゲノム領域を に限定し、供試した親品種間の候補ゲノム2.5kb
領域内塩基配列多型を明らかにした。出穂期のマーカー選抜においては、 種類の出穂期4
を改変したコシヒカリ準同質遺伝子系統を作出し、さらには 遺伝子の集積個体を選抜し2
た。早生系統については、生産力本検定試験を行い、次年度の奨励品種決定試験の候補
系統とした。収量性関連遺伝子については、 次枝梗数に関与する遺伝子座および穂長に1
関与する遺伝子の存在を確認し、準同質遺伝子系統の作出を継続している。出穂期予測
手法の確立においては、出穂期関連遺伝子 の レベルの上昇と長日条件下でのRFT1 mRNA
到穂日数の間に強い相関が認められ、出穂期の予測に利用できることが示唆された。短
日条件での関係については、現在解析中である。

（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

家系、 頭の を統合して解析するため、 領域内に新たに開発したマイクロサ5 600 F2 QTL
テライト（ ）マーカー、 クローンから開発した 配列近傍の マーカーを加MS BAC MS SNP
えて統合連鎖地図を作成した。小規模な家系ごとの解析では検出が困難な寄与の小さな
について、大規模な統合家系を用いることより、高い確率で検出可能となることをQTL

示した。猪／大ヨークシャー交雑家系の 解析の結果より、肉色等に関わる猪のゲノQTL
ム領域を マーカーを用いて大ヨークシャーに導入するため、バッククロス第 世代DNA 1
( )を生産し、選抜した。BC1
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（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

毒素の一つ に対する抵抗性遺伝子の解析では、この抵抗性は単一の劣性遺伝BT Cry1Ab
子によるものであることが明らかとなったので、分子マーカーを用いて連関検索、さら
に座位決定を行い第 連関群上に決定した。この連関群の分子マーカーを抵抗性のマー15
カーとして用いることを可能とした。

３）放射線利用技術の開発
＜要 約＞

イネ等において、炭素イオン、ヘリウムイオン及びガンマー線の照射と突然変異誘
発との関係の解析等を行うとともに、キメラがなく幅広い種類の突然変異体が誘発で
きる特徴を持つイオンビーム照射と植物の再分化技術を用いて、日本原子力研究所高
崎研究所および沖縄県農業試験場の協力を得て、6種類の実用的花色突然変異キク品
種の育成に成功するなど、突然変異の誘発技術の開発と利用は順調に進展している。
木本性作物の耐病性突然変異体としてリンゴ斑点落葉病耐性突然変異体の解析などを
進めた。また、イネの低グルテリン突然変異遺伝子Lgc1の解析を進めた結果、本突然
変異形質が二重鎖RNAによる遺伝子発現抑制機構（RNAi）によることが推定された。
一方 「エルジーシー1」と26kDaグロブリン欠失突然変異系統間の交配により慢性腎、
不全患者の病態食として利用が期待される、低グルテリン・26kDaグロブリン欠失の
水稲新品種系統2系統を育成するなど突然変異遺伝子の単離と機能解析は順調に進展
している。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円9.0 4.0 50.0
1 IF 4.7 4.7 0 10【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

イオンビームがソバに対して十分な照射効果を得るには 以上の透過深度が必要1.7mm
LET LETであること 線エネルギー付与 が高いほど致死効果は高く 同じイオン種でも、 （ ） 、

LET 305keV/が高いと致死効果は高いことを明らかにした。また、生物効果のピークは が
μで認められた。サトウキビへの放射線照射により核 量や量的形質が減少する傾向DNA
がある。しかし、核 量が減少しても、量的形質には影響しない系統もある。誘発さDNA

、 。れた無毛突然変異は 核 量の減少を伴い核 量は栄養世代間で安定的に伝達するDNA DNA
また変異誘発率、茎長などへの線量反応、核 量への影響で比較した結果、 イオンDNA He
はガンマ線の の線量でガンマ線と同等の効果を持つことが分かった。1/4

②効率的な突然変異誘発技術の開発
、 、 、イネにおいて葉緑素変異の出現率から 炭素イオン ヘリウムイオン220MeV 100MeV

およびガンマ線の突然変異誘発効果を比較した結果、 炭素イオンとガンマ線は同220MeV
程度、 ヘリウムイオンは両者よりも効果が低い傾向がみられた．サトウキビの100MeV

を種子親とした 交配組み合わせにおいて、核 量の測定により染色体の伝達BadilaF 3 DNA
を推定した。 交配組み合わせから形質の優良な を 系統選抜した。またサトウキビ3 F1 15
高貴種の照射培養体を 株養成した。1,000
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③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
リンゴおよびナシの休眠枝のイオンビーム反応を明らかにした。リンゴの形質転換に

おけるペプチド性細胞増殖因子ファイトスルフォカインαの影響を調査し、若干の効果
を認めた。効率を向上するため、アグロバクテリウムの強病原性国内野生株を導入し、
リンゴの反応等を調査した。リンゴの難培養性品種のうち 「つがる」と「スターキン、
グ」は培地固形に精製度の高い寒天を使うことで培養が可能となったが 「さんさ」は、
培養できなかった。ナシの初代培養条件を明らかにした。リンゴ「ふじ」の低樹高突然
変異体の特性調査を行い、新規突然変異体を選抜中である。チャの木化根のガンマ線反
応を解析し、適正な急照射線量を推定した。クワの突然変異素材開発の基礎として、核

量を測定して 倍体ではイネの約 倍であることを明らかにした。モデル系にガンDNA 2 0.8
マ線照射して半数致死線量を推定した。

④放射線による作物成分の変異創出技術の開発と新素材作出
普通ソバにガンマ線を急照射および緩照射し、照射後代の抗酸化能の変異拡大効果に

ついて調査した。急照射、緩照射とも無照射と比較して変異拡大の効果が認められた。
また緩照射区の平均値は高くなる傾向にあった。抗酸化能の高い個体および系統を選抜
した。リンゴの葉切片を用いてポリフェノール酸化酵素活性の個体差が測定できること
を明らかにし 「ふじ」のガンマ線誘発突然変異体のうち 個体が原品種と異なることを、 1
見いだした。チャ葉中のカテキン類の効率的かつ適正な分析法について概要を確立する
など成分変異体選抜法を効率化した。

（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」斑点落葉病耐病性突然変異体の詳細な形質調査の結果、形態的な
差異は認められなかったが、耐病性以外では花粉の稔性低下が確認された。しかし、突
然変異体の花粉を用いた受粉試験の結果、主要品種は良好に着果し、実用上の問題はな
いと考えられた 「ふじ」および「王林」の培養系へのガンマ線反復照射個体群から斑。
点落葉病毒素低感受性変異体を選抜した。選抜には精製毒素 が最適であった。ナシ10 M-5

、 、の黒斑病感受性の原因を調べるため プロトン に影響する化学物質を処理したがATPase
反応の品種間差異は認められなかった 「南水」では今期は耐病性変異体は選抜されな。
かった。チャの炭疽病抵抗性検定を多数実施し、抵抗性の可能性を示した 系統を選抜し3
た。抵抗性検定に影響する要因と結果の安定度について解析した。

（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

グルテリン遺伝子をプローブにサザン解析を行ったところ、 (グルテリンが減少しLgc1
プロラミンが増加した突然変異体)と野生型の間で多型性が見られた。この多型性を示す
バンドをクローニングした結果、 ではグルテリン遺伝子( )の第 エクソンからLgc1 GluB5 3
約 に渡って欠失があることがわかった。また、 は に非常に高い相同性を3.5kb GluB5 GluB5
示す と を形成していることから、 からの転写が転写終結点の欠GluB4 inverted repeat GluB5
失により転写終結が起こらず、 に渡る が起きている可能性が考えられGluB4 read-through
た。この産物はヘアピンを形成することにより 重鎖 として機能する可能性があり、2 RNA

では によりグルテリン遺伝子の発現が抑制されていることが推察された。Lgc1 RNAi

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



- 40 -

画期的な加工特性を有する水稲糯米品種を作出するための新たな遺伝子源の開拓を行
うため、 (品種：農林 号、レイメイ、ニホンマサリ)、および からO. sativa O. glaberrima8
人為的に誘発された糯突然変異系統の加工適性を評価した．また、これらを異なる登熟
温度条件で栽培することにより、登熟温度に対する加工特性の反応を調査した．その結
果、 の糯突然変異系統は、餅加工特性に優れる「こがねもち」以上の極めO. glaberrima
て高い餅硬化性と糊化開始温度を示し、それ以外の系統は実用品種に比べ低い特性を示
すことを見出した．

Ｃ 新産業の創出を目指した研究

【平成14年度の主要な成果】
・ニッコーマイシンＺによる核多角体ウィルスの感染促進
・肝細胞接着性を有するラクトース修飾絹フィブロイン
・レーザー切開によるカイコの体液採取法とシステム化
・カイコ受精卵の長期保存法
・昆虫工場廃棄物選別装置の開発

１）有用物質生産技術の開発
＜要 約＞

ペプチド配列を挿入するタンパク質を比較検討し、コメ中でのオボキニンの集積を
安定させるなど、有用タンパク質生産のための組換えイネやオオムギ等の作出を進め
た。また、カイコを用いて有用物質を生産するための技術開発では、抗生物質ニッコ
ーマイシンＺを投与することにより、400万倍の効率でカイコ昆虫に核多角体ウィル
スを経口感染させる技術を開発するなど、研究は順調に進展している。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円5.5 0.3 26.2
3 IF 2.4 0.8 0 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

グロブリンの液胞移行シグナルを同定するとともに、共焦点レーザー顕微鏡と 融GFP
合タンパク質を用い、種子貯蔵タンパク顆粒形成過程を観察した。改変オボキニン配列

、 。を挿入したグルテリン を胚乳特異的プロモーターに連結し イネに遺伝子導入したDNA
抗オボキニン抗体で検出すると、ほとんどの系統で改変オボキニンが集積していた。ダ
イズグリシニンに比較して、イネ本来の貯蔵タンパク質であるグルテリンに導入した方
が、オボキニンの集積が安定していた。オオムギ（ゴールデンプロミス）の未熟胚に、
改変グルテリン遺伝子を胚乳特異的プロモーターにつないだプラスミドをパーテイクル
ガンで導入、ハイグロマイシン耐性個体を得た。同品種から 種類のホルデイン遺伝子の3
部分配列をクローニングした。

（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
カイコ幼虫の大量連続凍結を可能とするため、低温水槽とコンベア装置等から構成さ

れる連続凍結装置を構築した。試作装置の運転機能の検証の結果、低水温を安定して維
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持でき、かつコンベア速度も凍結に必要な値に調整可能であり、カイコ幼虫の大量連続
凍結の可能性を得た。さらに、画像処理システムの導入により、カイコ群及び個体の位
置情報（ 、 座標）の計測とパソコンによるその計測情報の処理実行を可能とする技術X Y
が得られ、ロボットアームの自立運転の可能性が示唆された。カイコ幼虫へのウイルス
感染法について、ニッコーマイシン およびポリオキシン水和剤を用いて、核多角体ウZ

。ィルス( )多角体の感染促進法および 出芽型粒子の経口感染法を開発したBmNPV BmNPV
ホルモンで誘導したカイコ永続幼虫ならびに蛹を用いての有用物質生産の有効性につい
て、体液タンパク質の生化学的特性から検討した。 さらに、カイコ永続幼虫は、有用物
質精製上支障となる 貯蔵タンパク質の生成が抑えられること、採取可能な体液量30kDa
も多いことなどから、効率的な有用物質生産に利用できる可能性が示唆された。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化
8 2,335 339組合せの交雑を行い、 本の実生苗を養成し、その中から個体選抜に供試する

本を選出した。個体選抜においては、植付 年目の圃場から系統選抜に供試する 個体を3 14
選出した 系統選抜においては植付 ～ 年目の 系統について しんいちのせ 及び み。 、「 」 「1 4 43
つみなみ」を対照品種として調査を行った。その結果、昨年から注目された植付 年目の4
系統「本 － 」は本年度も多収だけではなく、枝条が細く斉一で、直立性を示し、形95 22
態的特性において高い機械収穫適性が認められた。

２）生体機能模倣技術の開発
＜要 約＞

ラクトースを化学修飾により固定化し、ラット肝細胞に対しコラーゲンに匹敵する
接着性を有する絹フィブロインを開発するなどバイオセンサー等の開発は順調に進展
している。カイコ蛾羽ばたき中の背従走筋の筋電位を測定するための変形コルピッツ
発信回路を試作したほか、異物混入を避けるため赤外線レーザー光で外皮のみを切開
し体液を効率的に採取する装置を開発するなど、生体機能計測手法の開発は順調に進
展している。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円3.6 0.0 21.0
1 IF 1.0 1.0 0 0【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

ニクバエ唇弁組織抽出液を含有したリン脂質膜固定化プラズモンチップに糖溶液を流
し、プラズモン共鳴値の変化から、抽出液中に糖に結合する受容体様分子が存在するこ
とを明らかにした。調製したプラズモンチップは、糖分子を構造から厳密に認識してい
。 。た リポソームの固相担体への固定化法の一つとしてハイドロゲル相の形成を検討した

ラクトース修飾絹フィブロイン( )コートディッシュはコラーゲンに匹敵する細Lac-CY-SF
胞接着量を示し、肝細胞培養基材として有望であることがわかった。トランスデューサ
ーとして微弱な電位変化を捉えることが可能な （金属ー酸化物半導体電界効果MOSFET
トランジスタ）を試作した。

（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

音響体積計を用いて計測した結果、カイコの 齢 ～ 日幼虫と上蔟後 ～ 日の蛹の体積5 5 6 7 8
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値は飼育条件や雌雄に関係なく、体重と体積の間には正相関が成立した。体液採取装置
へカイコを半自動的に供給できる装置を試作した。変形コルピッツ発信回路を試作し、
この発信回路が増幅部なしでも信号が受信できることを確認した。この発信回路の発信
周波はＦＭラジオで受信でき、カイコガ羽ばたき中の背縦走筋の筋電位を測定できた。
昆虫の筋肉や神経等の生体組織と電子回路をつなぐインターフェースとしてのマイクロ
電極を試作した。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発
＜要 約＞

リボソームDNA領域のPCR-RFLPにより7種のカブリダニ類を識別する手法を開発する
など、生物農薬になりうる天敵素材の系統解析法の開発を進めた。薬物代謝型P450遺
伝子を組み込んだイネについては閉鎖系及び非閉鎖系での実用化へ向け安全性評価を
行うなど、環境負荷軽減等のための組換え植物の作出を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円4.3 1.0 66.0
2 IF 0.6 0.3 0 0【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

ヒメハナカメムシの種内系統を識別できる可能性のあるマイクロサテライト配列を検
出し、 つの遺伝子座についてすべての系統で増幅可能なプライマーを設計した。タイリ3
クヒメハナカメムシ福島系統と沖縄系統の の休眠率と と戻し交配の個体の休眠率のF1 F2
遺伝様式を解析したところ、本種の休眠性は非休眠を不完全優性とする遺伝様式を持っ
ていると推定された。ケナガカブリダニをチャ上から 個体群、クズ上から 個体群採集2 4
した。加害後 日～ 日のインゲンマメ株の匂いに対する選択率を明らかにした。 種の8 13 7
カブリダニ類について、 等の 個の遺伝子領域で、種間の塩基置換数を比較し18S rRNA 5
たところ、 で最も多く、 で最も少なかった。また 種internal transcribed spacer 1 18S rRNA 2
の制限酵素で同時に切断する を行うことで、容易にこれら 種のカブリダニをPCR-RFLP 7
識別できた。

（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

ヒト 遺伝子の一つである を導入したイネの水耕液中のメトラクロール代謝P450 CYP2B6
量は、対照より形質転換体で明らかに大きかった。形質転換体では茎葉部のメトラクロ

。 、ール残留量が対照より約 ％減少していた 閉鎖系及び非閉鎖系での安全性評価を行い60
一部系統は隔離圃場試験の申請を行った。交配により複数のヒト 遺伝子を導入したP450
イネの後代で、除草剤耐性を失った個体が得られた。この個体の種子を アザシチジン5-
処理すると耐性が回復したことから、 メチル化による遺伝子サイレンシングが原因DNA
と思われた。

４）新素材および新蚕糸技術の開発
＜要 約＞

カイコ系統保存の効率化に向け交雑種の受精卵を2年間保存する方法を開発したほ
か、カロチノイドなど有用色素を分泌するセリシン蚕などの品種育成を進めた。前年
度に開発した昆虫工場廃棄物選別装置の評価試験を行うともに、超臨界二酸化炭素を
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用いたクチクラからの効率的な脂質除去技術を開発するなど、ファインケミカル等機
能性素材の開発は順調に進展している。また、細胞生育特性に優れた絹粉末を作製し
合成繊維に練り込むことにより、絹糸の特性を持つ不織布を試作するなど絹フィブロ
イン等の利用技術の開発を進めた。昆虫類から抽出される色素のうち280nm付近に吸
収を持つ水溶性物質にヒメマルカツオブシムシによる食害を抑制する効果があること
を示したことなど、昆虫由来色素等の抽出・機能評価などの研究を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円19.6 1.4 70.2
17 IF 6.1 0.36 5 12【論文・特許等】原著論文： ( 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

気温、日長、枝条長の 変数から桑の枝条長生育の予測モデルを構築し、細繊度蚕品種3
の繭糸質と桑の熟度との関係を解明した。有用色素を分泌するセリシン蚕、着色繭、細
繊度 眠蚕などの品種育成を進めるとともに、セリシン繭の熱水によるセリシン溶解性及3
び 眠蚕から誘導した 眠蚕の繭糸物性を明らかにした。また、黄繭の自然色を生かした3 2
ネクタイ、細繊糸のスカーフ等を試作した。交雑種の受精卵の孵化率が ％になる カ年90 2
保存法を開発した。さらに、 種の保存品種について抗菌活性の特性を明らかにした。90
一方、 法により 遺伝子領域の 個のファージクローンを解析し、 解析では広食FISH 7 20 QTL
性と繊度の分子マーカーを開発した。カイコ遺伝資源 系統を含む育種素材 系統に175 248
ついて、春及び晩秋蚕期に各種特性情報の調査、研究、選抜、継代及び を含む増殖・3P
製造を行った。また、データベース化へ向け画像情報の整理を進めている。カイコ濃核
病耐性遺伝子 の座位決定のための三点実験、限性黄繭の 染色体付着部分の レnsd-2 W DNA
ベルでの解析 「大鷲」を利用した結城紬 「さきがけ」を利用したシルクデニム新素材、 、
の試作等を行った。有用物質生産用カイコ品種は食性、 眠蚕発現率、産卵性等の選抜・3

。 、 、 、改良を進めた また 繭糸強度・伸度の測定条件の検索・設定を行ったほか 繭の外層
中層、内層において繭糸の強度には差が無く、伸度は外層ほど伸びる傾向があることを
明らかにした。

（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

篩い分け法により粒径の異なるミクロスフェアを回収でき、標準篩い( )を利JISZ8801
用して、分布幅の狭いミクロスフェア粒子の選り分けが可能となった。 スペクトルFT-IR
の加熱に伴う吸収強度変化の比較から、カブトムシ由来キチンの耐熱性はカニ由来のも
のより低いことがわかった。超臨界二酸化炭素を用いることで、昆虫クチクラから効率
的に脂質が除去できることがわかった。家蚕絹と柞蚕絹ハイブリッド素材の酵素による
生分解性については、家蚕絹の割合が多いほど高くなった。αヘリックス構造を持つ柞
蚕絹は加水分解しにくかった。

（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
未分解絹タンパク質の細胞生育性は、分子量の低下とともに低下した。セリシン からa

得た 種ペプチドの 末端配列から、セリシン が にコードされていること2 N a ser1C mRNA
が分かった。水を吸着・収縮あるいは張力を受けたクモ糸タンパク質の 次構造について2
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解析した。絹と合成繊維との複合繊維の作出において、細胞生育促進性のある未分解絹
タンパクで粉末を被覆・改質し、この改質粉末を練り込んだ繊維で不織布を試作した。

、 。絹フィブロインスポンジの構造形成条件を詳細に検討し スポンジ形成機構を解析した

（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
紫根やウコンのように一部例外はあるが、多くの天然色素抽出物はヒメマルカツオブ

シムシの食害を著しく抑制阻止する効果があり、殆どの天然色素抽出物に共通して含ま
れる 付近に吸収をもつ水溶性の成分（物質）が、食害抑制の主たる原因との推察280nm
が得られた。また、ポリフェノール化合物のタンニン酸とエビカテキンは食害抑制と密
接な関係があることや、タンニン酸、カテキン類の付着量が多いほど食害抑制効果が大
きいことを見出した。超薄地絹織物（ ～ 匁目付け）の製織条件を見出し、超薄地絹織3 7
物の作出に成功した。さらに、熱分解性繊維との複合化により形態安定性に優れた織物
として製織できることが確認された。また、既開発の太繊度用繰糸機は織物用からニッ
ト用までの多様な生糸作りが可能であることが認められた。

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
赤外分光法による解析からセリシン蚕が吐糸するセリシン繊維は、吐糸中に構造変化

を受けずほぼ無配向であることを明らかにした。イソシアネート類によるセリシンへの
化学修飾を行い、芳香環やアルコキシシリル基等新たな官能基を有するセリシンを作出
した。平面絹へコラーゲン薄膜を培養し、皮膚被覆材や人工腱等への適用方法を検討す
るとともに、繭糸による人工血管基材の作製方法を検討した。細繊度黄色品種繭及び小
節多系品種繭による織物の特性を明らかにした。また、細繊度生糸を安定的に繰製する

。ための繊度制御システムの構築と嵩高性を有する太繊度生糸の繰製条件を明らかにした

Ｄ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発

【平成14年度の主要な成果】
・イネミトコンドリアゲノムの全構造決定
・イネの鉄耐性、オオムギ赤かび病抵抗性の高精度・高能率 分析QTL
・イネ白葉枯病菌の全ゲノム解析
・豚遺伝資源集団における特性評価モデルの選択法
・イネいもち病菌の感染時における形態形成制御機構
・異種間移植によるブタ原始卵胞の発育と卵母細胞の成熟
・アズキ亜属に関する新分類体系の確立と種標準コレクションを用いた分子類縁関係の解
明

・代謝異常マウスの 解析QTL
・アラビドプシス 遺伝子の遺伝子ターゲッティング技術の開発ALS
・培養系改良によるコムギの形質転換
・アグロバクテリウムによるイネの新規効率的形質転換法の開発
・ショウジョウバエの脆弱 症候群疾患モデルの開発X
・イネの再分化能の遺伝解析および高再分化能育種素材の開発

１）生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発
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＜要 約＞
主要な穀物を含む単子葉植物で世界初となるイネミトコンドリアゲノムの全構造を

決定した。また、世界的に最も重要なイネ病原細菌であるイネ白葉枯病菌ゲノムの全
、 。構造を決定したほか ゲノム走査法を用いた高精度・高能率なQTL分析法を開発した

ブタ遺伝資源集団の特性を推定し正確に評価するため、特性評価モデル選択の選択基
準を見出すなど、集団の動態解析法の開発についても順調に進展している。ブロムグ
ラス培養細胞の耐凍性誘導関連遺伝子の単離を行うなど植物の環境適応機能等の多様
性解析を進めた。イネいもち病菌では、3量体Ｇタンパク質βサブユニットを通して
外界刺激をシグナル伝達し胞子形成などの形態形成を開始することを明らかにした。
ブタ未成熟卵胞をヌードマウスに移植し卵母細胞を成熟させることに成功するなど、
家畜配偶子等の増殖技術の開発は順調に進展している。また、アズキ亜属について種
多様性中心がミャンマーにあることを発見したほか、新分類体系を確立した。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円21.3 11.0 169.0
40 IF 87.8 2.2 23 5【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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
イネミトコンドリアの全塩基配列を決定し、全遺伝情報を明らかにした。イネ及び近縁
野生種における ゲノム特異的な核反復配列遺伝子座に基づき、稲栽培種の種内およびA
近縁野生種を含めた種間の多様性の特徴を明らかにした。師部特異的に発現する遺伝子
を複数単離した。
オオムギの栽培起源の鍵となる小穂脱落性遺伝子のマッピング並びに 解析をおこQTL

ない、新規遺伝子を発見した。オオムギ赤かび病抵抗性と関連の深い閉花性遺伝子の連
鎖マーカーを開発した。オオムギゲノムを 倍相当でカバーする による 万クローン6 BAC 28
からなる平均サイズ のゲノムライブラリーの作製を行った。これを更に による115kb PCR
クローン同定のための三次元展開したサブライブラリーに展開中である。これと共に

マーカーからなる全長 の超高密度マップを作製すると共に、このマップを1,174 1,576cM
用いてオオムギの最重要病害である赤かび病に対する抵抗性遺伝子群の超精密 マッQTL

2 2 5 1 QTLピングを行った この結果 第 染色体に カ所 第 染色体に カ所のほぼ同じ力価の。 、 、
が極めて明瞭に見出された。このうち、第 染色体中央寄りの は従来抵抗性決定因子2 QTL
とされてきた条性遺伝子の近傍であるが、微妙に位置が異なるようにも見え、現在その
異同を後代の 検定で分析する計画を立てている。F2

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
イネ白葉枯病菌のゲノム解読で部分的に残されたギャップ領域と精度の低い領域の再

解析を行い、全ゲノム配列の確定を行った。確定された配列に対し、 プログGeneHacker
ラムで遺伝子領域の予測を行い、 検索でアノテーションを行った。ゲノムサイズBLAST
は約 で遺伝子数は約 と予測した。これまでに、代表的な病原性遺伝子クラス4.9Mb 4,200
ター( )及び周辺領域から の新規遺伝子を同定した。また、イネ白葉枯病菌と同じ種hrp 14
に分類されるイネ条斑細菌病菌の 遺伝子クラスターの塩基配列を決定し、両病原型にhrp
おける病原性遺伝子領域の比較解析を行った。一方、情報科学的手法の開発では、 をIS
含むフラグメントの抽出やミスアセンブルの検出など 本のゲノム解析支援ツールを作36
成し、ゲノム解析に利用した。さらに、ゲノム情報のデータベースを構築するための基
本部分のスキーマを設計した。
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（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
アズキの 反復配列からなる ( )が高頻度で含まれる ライAG simple sequence repeat SSR SSR

ブラリーを作製した。 種類の 配列のうち 種類をマーカー化し、代表的な野生型255 SSR 50
および野生型と雑草型との複合型集団で変異の大きかった 種類のマーカーを用いて個体8
を解析した。その結果、野生型と雑草型からなる複合型集団内の対立遺伝子数は野生型
のみから構成される集団よりも多い傾向が認められた。従って、対立遺伝子数は栽培種
から自生集団への遺伝子拡散のひとつの指標になるものと思われる。さらに の変異SSR
から比較的小さな集団においても集団構造が推定可能で、一部のマーカー遺伝子座に関
して栽培種と同一の対立遺伝子を持つ雑草型個体群の存在が確認できた。

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
表型価を構成するモデル（遺伝モデル）とパラメーターを推定するモデル（評価モデ

ル）との関係を小集団に対して適用した場合について検討した。モデルは環境要因を母
数効果とし、遺伝効果を変量効果とした複数の混合モデルを想定した。各遺伝モデルご
とに無作為選抜および表型選抜によるデータを発生させ、各評価モデルにより遺伝的パ
ラメーターを推定した。遺伝モデルに母性遺伝効果や同腹環境効果が含まれ、評価モデ
ルにそれらを含まない場合には、パラメーターの推定値に偏りがみられた。評価モデル
が遺伝モデルに一致したときおよびすべての変量効果を含んだ評価モデルが用いられた
とき、最も正確なパラメーターが推定された。これらの結果は、大集団と同様の傾向を
示しており、小集団に対する遺伝的パラメーターの推定には大集団モデルが適用できる
とともに、評価モデルが遺伝モデルに一致するときおよびすべての変量効果を含んだ評
価モデルが用いられるとき、最も精度の高いパラメーターを推定できることが明らかに
なった。本研究により、遺伝的多様性を推定するためのモデルの選択法が明確になり、
遺伝資源集団における多様性の効率的な推定が可能となった。

（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

イネカタラーゼ遺伝子 、 、 の発現量は病原菌感染や傷害を受けたときにCatA CatB CatC
どのような制御を受けるか調べる為に、病原菌接種または病原菌や障害応答のシグナル
伝達に関わる物質で処理した後 を抽出し、発現量を調べた。いもち病菌感染葉ではRNA

と の発現量は増加したのに対し は減少し、白葉枯病菌感染葉では とCatA CatB CatC CatA
の発現量は増加し は変化しないことがわかった。また の発現量はサリチルCatB CatC CatA
SA AA CatB酸 処理で増加し アラキドン酸 処理で減少することを明らかにした（ ） 、 （ ） 。

の発現量は 処理で増加し、 の発現量はジャスモン酸（ ）もしくは 処理で減AA CatC JA AA
少し、過酸化水素処理で増加することがわかった。一方、転写量が日周変動を示す遺伝
子のアレイ解析の結果より選抜した３つの遺伝子については、発現を過剰または抑制さ
せるためのコンストラクトを作成し、イネカルスに導入した。イネ培養細胞の細胞周期
で変動する遺伝子をマイクロアレイを用いた解析で明らかにした。また、細胞周期で変

。 、動するタンパク質の解析も行った イネで類似の遺伝子が複数存在する遺伝子について
そのひとつがレトロトランスポゾン 挿入により破壊されたイネ系統をミュータントTos17
パネルより見つけ、解析した。
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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
マイクロアレイ解析から得られたブロムグラス培養細胞の低温、アブシジン酸( )ABA

による耐凍性誘導過程の発現上昇遺伝子のうち、転写因子様のもの、作用遺伝子等 遺15
伝子のクローニングに成功した。低温感受性のイネ培養細胞においても により耐凍ABA
性が誘導されることを見出し、その過程で誘導される 以上の蛋白質のうち、アミノ酸80
部分配列から 個を同定した。一方、不凍活性物質の有無を越年生植物約 種のアポプ10 70
ラストについて調べ、活性があった約 種のうちササの不凍活性物質の単離精製を進め30
ている。植物の氷核活性物質の精製法を確立し(世界初 、この物質の同定を行うための）
大量精製を行っている。オオムギ培養細胞特性の遺伝的要因を解析するために、細胞増
殖速度、植物体再生率、ならびに緑色植物体率の 解析をおこなった。細胞増殖速度QTL
を支配する は 染色体に カ所および 染色体に カ所検出され、あわせて全遺伝QTL 2H 2 5H 1
分散の ％を説明した。植物体再生率を支配する は 、 、 の各染色体に カ所90 QTL 1H 2H 3H 1
ずつ検出され、全遺伝分散の ％を説明した。緑色植物体率の は 染色体に カ所63 QTL 7H 2
検出され、全遺伝分散の ％を説明した。以上のように、培養細胞における品種レベル54
の特性変異は、比較的少数の遺伝子によって説明できることを明らかにした。

（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

イネいもち病菌の 量体 タンパク質βサブユニット（ ）破壊株では胞子形成能3 G MGB1
の低下、誘導条件下（疎水条件）での付着器形成欠損、 添加による異常形態の付cAMP
着器形成誘導、植物への感染能の欠損が観察された。 変異株と多コピー導入株の解mgb1
析結果から、いもち病菌では によりアデニル酸シクラーゼが制御を受けており、細Mgb1
胞内 濃度変化を介した付着器形成・胞子形成の制御が行われていることが示唆さcAMP

AvrPit 590 K59れた また 非病原性遺伝子 の解析のための後代系統を まで増やしイネ品種。 、
に対する病原性検定および マーカーのタイピングを行い、密接に連鎖する 個のAFLP 7

マーカーを得た。またマーカーバンドを形質転換しクローン化した。酵母キラータAFLP
ンパク質( )を作用させるとただちに、感受性酵母細胞内にカルシウムが流入するこKlKP
とを、レポーターアッセイ、カルシウム発光タンパク質発現細胞での解析および、放射
性カルシウムの取り込み測定で明らかにした。また、 感受性がクロマチンの構造変KlKP
化と密接に関与することを見いだした。一方、微生物のグルコース脱水素酵素を利用し
た酵素電池について実験回路を構築したところ、起電力が得られることがわかった。

（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
未成熟卵胞（原始卵胞および一次卵胞）のみを含むブタ新生仔卵巣をヌードマウスの

腎皮膜下に移植し、移植後 日前後でホルモン処理を加えて未成熟卵胞を成熟させるこ120
とによって、受精の前提条件となる前核形成能を有する卵母細胞を採取することに成功
した。また、雄性生殖細胞の支持細胞（セルトリ細胞）を分泌源とし生殖細胞の成熟に
関与するインヒビンは、生殖細胞の成熟に対応して、主要な分子量型が変化し生物活性
が変化することを明らかにした。さらに、精子形成が減数分裂前期で停止するミュータ
ントラットについて連鎖解析により原因遺伝子の解析を行った結果、その原因候補遺伝
子の存在する領域を にまで狭め、さらにヒト遺伝的疾患（ ）と共2.2Mb Williams Syndrome
通領域を持つことを明らかにした。その他、運動性を喪失した凍結融解精子の有効利用
を目的として、ブタ体外成熟卵母細胞に直接、精子頭部を注入する顕微授精によって、
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産仔を得ることに世界で初めて成功した。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析
スリランカで収集した 種のイネ属 ゲノム種 の 集団と の 集2 C 7 18O. eichingeri O. rhizomatis

団に関して初めて レベルでの多様性解析を行った結果、これまで同種とする学説もDNA
あったこの 種が遺伝的に独立した別種であり、スリランカ国内に顕著な地理的分化によ2
る多様性が見られることが分かった。アズキ亜属については、ミャンマーに自生する種
の多様性とその生息地に関する調査を行った。その結果、これまで分布が確認されてい
た 種に加えて新たに 種のミャンマー新記載種の自生地を発見した。この調査により、4 7
ミャンマーがアズキ亜属野生種の種多様性中心であることが分かり、生息域内保存コア
集団決定のため基礎データが収集できた。

２）実験用動植物の開発
＜要 約＞

ミュータントパネルの作出では、新たに9,600系統を作出したほか、1,920系統の表
現型の評価を実施するなど研究を進めた。マウスにおいて、インスリン非依存型糖尿
病や高脂血症などの代謝異常症のQTLを検出するなど、疾患モデルマウスの作出等に
関する研究は順調に進展している。マウス脳の中枢神経幹細胞の株細胞を樹立するな
ど、形質転換ブタ作出のための基礎的研究を進めた。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円6.5 1.0 69.0
2 IF 22.0 11.0 1 0【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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( 系統)を 系統作製した。 系統を圃場に 系統NG 9,600 NG 1,920
。 。展開して表現型の観察を行った ( )系統から何らかの表現型の変異が観察された866 45%

これまでのデータと合わせて表現型画像データをデータベース化した。昨年導入した
のみでは、性能面で不利になる部分があることが判明したので、データの持Berkeley DB

つ特性によって、フラットファイルデータ、 およびリレーショナルデータベBerkeley DB
ース を使い分けて管理するようにした。Postgre SQL

（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

肥満の と脂質代謝の との相関を明らかとした。またコンジェニック系の作製QTL QTL
により のそれぞれのローカスの寄与率を明らかとした。 ドメインに特異QTL WASP/EVH1

H L scFv的なモノクローナル抗体産生細胞株を樹立した 抗体遺伝子 鎖および 鎖を単離し。 、
型一本鎖抗体発現ベクターを構築した。

②疾患モデル動物作出のための効率的・新規技術の開発
雄生殖細胞への遺伝子導入による形質転換( )マウス作製技術の確立を行い 系統をTG 10

こえる マウスを作製した。雄生殖細胞特異的マーカーとして精巣特異的 遺伝TG HSP70-2
子プロモーターに結合するタンパクを見いだした。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良
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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
、 、 。マウス胎子 新生子の脳から中枢神経幹細胞を単離・初代培養し 株細胞を樹立した

同様の手法でブタ胎子脳から培養を試みたが、目的とする細胞株の樹立には至らなかっ
た。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発
＜要 約＞

87の強力プロモーター候補配列を単離し塩基配列を解析するとともに、新規バイナ
リーベクターの構築を行うなど新規プロモーター開発のための研究を進めた。遺伝子
ターゲッティングのモデル系の開発に取り組み、アセト乳酸合成酵素遺伝子を標的と
するターゲッティングに成功するなど高等植物での相同組換え技術開発は着実に進展
している。再分化率を向上させた培養系を利用しパーティクルガンによるコムギの形
質転換系の開発に成功するなど、難培養性作物における形質転換技術の開発にも新た
な進展が見られた。形質転換カイコの作出ではトランスポゾン と新たな選抜piggyBac
マーカーの利用等により形質転換体作出効率を向上させたほか、ショウジョウバエ遺
伝子組換え体を用いてヒトの精神遅延症の一つである脆弱Ｘ症候群の疾患モデルを開
発するなど、組換え体昆虫等の作出技術の開発等も順調に進展している。イネ培養細
胞を高率で再分化させる遺伝子を単離し特許出願するなど、新規選抜技術の開発のた
めの研究は順調である。さらに、遺伝子組換え体の安全性評価手法の開発を進めてお
り、14年度はPEPC遺伝子導入イネやショ糖リン酸合成酵素遺伝子導入バレイショの模
擬的環境での安全性評価を実施した。

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円12.9 6.1 254.0
7 IF 28.1 4.0 0 5【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（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

公表済み情報を精査して、 件のプロモーター配列特許を選抜した。この結果やイネ208
ゲノム解析データをもとにして、構成的及び組織特異的発現をすると思われる のプロ100

、 。モーター配列のうち 増幅可能な を順次サブクローン化して塩基配列を解析したPCR 87
プロモーターや をイネに導入するための新規バイナリー ベクターを構築し、サブcDNA Ti
クローン化プロモーターをこのベクターに組み込んだ。

②バイナリー型植物発現ベクターの開発
イネキチナーゼ遺伝子のプロモーター（ )の発現は、 及び の指標から、PRO3 GUS GFP

PRO3 5MTカルス及び種子胚で強く 植物体では弱かった を用いてハイグロマイシン及び、 。
35Sによる形質転換カルス選抜が可能であり、その効率はカリフラワーモザイクウィルス

プロモーター並であった。スペクチノマイシン耐性遺伝子断片、マルチクローニングサ
イト、 断片を結合した小型プラスミド を構築した。これは通常のクpBR322ori pSPR322ori
ローニングベクターとして利用可能である。この に の 、 等を導入pSPR322ori T-DNA LB RB
したバイナリーベクターを構築した。

（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

内在性の除草剤感受性遺伝子を改変遺伝子で置換することにより、相同組換え体を選
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抜する。アラビドプシスのプロトックス遺伝子の部分欠失遺伝子をアラビドプシス野生
型に導入し、数十個体の除草剤耐性個体を得た。これらが相同組換えによるものかを解
析中である。イネのプロトックス遺伝子、アラビドプシスのアセト乳酸合成酵素( )ALS
遺伝子及びアラビドプシスのアントシアニン色素合成酵素遺伝子をそれぞれ標的遺伝子
とするターゲッテイング系の確立を試みた。各系で候補相同組換え体あるいはその有力
候補が得られ、その解析を現在進めている。 経路遺伝子をイネ、アラビドプシスRad52
から単離した。 経路遺伝子を過剰発現させると、γ線耐性が強化され、相同組換Rad52
え頻度が増加した。アラビドプシスで構築した を標的とする相同組換え実験系をイALS
ネに応用した。

（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コムギおよびダイズの形質転換技術の開発および改良

ら( )の培地を改良すると、従来培地で再分化しない農林 号でも ％の再分Machii 1998 61 8
化率が得られ、他の品種でも再分化率が向上した。最も分化率の高い農林 号の未熟胚67
にパーテイクルガンで 遺伝子を導入し、 個体のマーカー耐性個体を得た。ダイズnptII 31
高感染性アグロバクテリウム株 の無毒化に成功した。これをダイズ形質転換に用KAT23

QTL Kasalathいるため ダイズ多芽体形成条件を明らかにした 培養特性についての 近傍を、 。
に置換した系統を、イネ クローンのマイクロアレイで比較した。 でカルcDNA9,000 2,4-D
スを維持している場合には、 個、再分化培地に移して 時間後では 個のクローンで29 1 109
発現量が 倍以上増減した。カルス維持と再分化で重複しているクローンは 個だった。3 9

（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
形質転換カイコの作出については新たなマーカーを有するベクターの利用等により技

術が向上し各種の実験が容易に行えるようになった。また、トランスポゾン をpiggyBac
ベクターとして実験を行った場合、導入外来遺伝子の大きさは、形質転換体の作出効率
に与える影響が低いことを確認した。さらに、カイコによる組換えタンパク質の作出系
や遺伝発現制御系の研究に進展があった。一方、時計遺伝子関連では、ヒト脆弱Ｘ症候
群の原因遺伝子 が生物リズムの制御に関わることを、ショウジョウバエの遺伝子FMR1
組換え体を用いて明らかにした。人工飼料による組換えウィルスの経口感染等について
は、感染促進剤のウィルスに対する安全性、採取体液中ｳｲﾙｽの紫外線による不活化等に
ついて明らかにした。

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
開発した改良培地マトリックスの利用により、これまで困難とされてきた昆虫種の初

代培養や細胞株樹立が可能になり、新たに樹立した細胞株を生物研ジーンバンクに登録
した。セクロピン プロモーター 活性定量系の確立のための培養細胞株作製についB pCecB
ては、遺伝子導入のためのベクターの構築を完了した。培養細胞を利用した先天性免疫
機構研究では、新規遺伝子を数多く単離し、そのなかには哺乳類の免疫蛋白質と相同性
が高いものがあった。さらにトランスジェニックカイコの作成に成功し、免疫担当組織
についての新たな知見が得られた。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発
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①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発
グルコースデヒドロゲナーゼホモログ遺伝子をコシヒカリに導入し、ノーザンにより

遺伝子発現を確認した 「湖南早」の高再分化遺伝子を戻し交雑で導入したコシヒカリ。
を 年間圃場で栽培した結果、親と同等の形質を示し、有望なアイソジェニックラインで3
あることが示された。コントロールとしての非形質転換タバコ、アリルアシルアミダー
ゼ導入タバコ 系統の合計 種類、各 個体、計 個体の植物体について除草剤のプロパ2 3 10 180
ニル散布実験を行った。タバコの植物体、おのおの 株を用いて、 ％～ ％の 種類の10 0.1 3 6
濃度のプロパニルを散布した。形質転換体は 系統のいずれも ％までの濃度で影響はな2 1
かった。除草剤プロパニルは、実用上は ％以下の濃度で使用されるため、形質転換体0.8
の抵抗性は強いものと思われる。 データベースを用いてアリルアシルアミダーゼ遺DNA
伝子の相同性検索を行った。ラジアータ松の雄性球果において特異的に発現している遺
伝子 アルファルファの 、タバコ 、 等の遺伝子が高い相同PrMC3 EST aa660803 hsr203J s42807
性を有していることがわかった。これらの植物にはアリルアシルアミダーゼの活性の検
出は報告されておらず、基質特異性や細胞内での機能が著しく異なるものと思われる。

（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

導入イネを隔離圃場で栽培した。周囲に糯品種を植えて花粉飛散性をみたが交雑PEPC
はなかった。低温ストレス耐性、他感物質産生は非形質転換体と差がなかった。組換え

。 、 、体の長期栽培の影響を除草剤耐性ダイズを用いて調べた 土壌微生物相 他感物質産生
耐性菌の出現について、非形質転換体と差はなかった。組換えトマトで、台木、穂木間
の遺伝子（産物）の移行を調べた。 、 いずれも形質転換体でのみ検出された。GUS NPTII
トウモロコシのショ糖リン酸合成酵素( )を導入した組換えバレイショを模擬的環境SPS
（隔離圃場）で栽培し、環境への影響を調査するとともに、光合成、転流等の生理的特
性、並びに収量特性を調査した。環境への影響調査（栽培土壌における後作への影響、
土壌微生物並びに周辺植物相への影響等）では、組換え体と非組換え体との間で差異は
認められなかった。生理的特性については、組換え体は非組換え体に比べ糖の転流速度
が高く、また葉におけるショ糖含量も増加していた。 個体当たりの塊茎収量は、組換え1
体が非組換え体に比べ高い傾向があり、組換え体の塊茎のサイズは非組換え体に比べ大
きかった。また、組換え体の塊茎のショ糖含量は非組換え体に比べ増加していた。これ
らの結果から、 遺伝子の導入による 活性の上昇が、組換えバレイショの転流能力SPS SPS
を増大させ、収量の増加や品質の改変をもたらしたものと考えられた。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

【平成14年度の主要な成果】
・イネの種子寿命を制御する量的形質遺伝子座

＜要 約＞
ジーンバンクにおいては サブバンク等の協力のもとに 植物6,045点 微生物1,167、 、 、

株、動物23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。DNAバンクにおいては、公的データベースからイネゲノム配列情報をを
収集し、遺伝子領域予測の結果をホームページ上で公開するとともに、イネゲノム専
用のBLAST検索システムRiceBLASTを構築し公開した。
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【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人、研究資金： 百万円16.6 0.0 44.9
9 IF 4.3 0.5 10 2【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（１）遺伝資源の探索・特性評価・素材化
①遺伝資源の探索・収集と在来種、野生種の遺伝特性の解析

サブバンク等の協力のもとに、オーストラリア（野生イネ等 、ミャンマー（マメ科）
6,045植物等 ベトナム 茶 等海外および国内で探索・収集を実施するとともに 植物）、 （ ） 、

、 、 。 、 （ ）点 微生物 株 動物 点の収集・受入れを行った また インドネシア カンショ1,867 23
等において生息域内保全のための共同調査を実施するとともに、国際植物遺伝資源研究
所( )との共同研究の一環で、韓国とわが国のエゴマ・シソ等希少遺伝資源を対象IPGRI
に、農家で保存される遺伝資源の多様性解析に着手した。

②遺伝資源の特性評価・素材化とタンパク質・核酸情報に基づく特性評価法の高度化
、 、 、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 点221,129

微生物 点、動物 点の特性評価を実施した。また、自殖性ソバ等、引き続き多11,007 2,086
数の材料について育種素材化を進めた。さらに、家禽類等の遺伝的多様性解析のための
マイクロサテライトマーカーを開発するとともに、イネ種子の寿命に関わる を見出QTL
した。本年度は、強健性に優れ世代交代時間も短く、家禽育種のモデルとして使われて
いるヒメウズラミトコンドリアの全塩基配列を決定した。これまで、ヒメウズラは家禽

、 。 、育種のモデルとして使われてきたが その遺伝的位置は不明であった 今回の解析から
ヒメウズラは、キジ目中、遺伝的に日本ウズラに極めて近いことが示された。

（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化
①遺伝資源の長期保存・品質管理と増殖・保存技術の改善

サブバンク等の協力のもとに、ジーンバンク登録コレクションとして植物 点、225,293
微生物 株、動物 点を保存するとともに、遺伝資源の増殖・検査を実施し、アク19,683 885
ティブコレクションを植物 点、微生物 株、動物 点とした。また、イチゴ125,245 12,916 71
の超低温保存の事業化に向けて、実用的なプロトコールを確立するとともに、白さび病
菌の超低温保存法の開発を進めた。

②遺伝資源の情報管理・提供システムの高度化と遺伝資源情報の公開
ホームページを更新するとともに、国際情勢に関するページを新たに開設して、関連

情報を逐次提供した。在来家畜等動物遺伝資源について 遺伝資源国際ワークショッNIAS
、 。 、 、プを開催し 国内外の連携構築を進めた また 遺伝資源データベースの統合に向けて

学名、植物番号、微生物番号、動物番号を一体として扱える生物番号スキーマを開発し
、 、 。て データ移行を行うとともに 微生物在庫管理システムのプログラム開発を開始した

画像を含む特性調査項目について、データベースに登録するプログラムを開発し、動物
の特性調査項目および植物の画像データ定義をデータベース化した。 バンクの利用DNA
システムの開発・提供においては、主にゲノム解析ツールであるイネゲノム自動アノテ
ーションシステム( )の改良とイネゲノム 検索システム( )の構RiceGAAS BLAST RiceBLAST
築・整備を実施した。予測精度向上のため、新たに遺伝子予測プログラム を導FGENESH

。 、 、入した イネゲノム 検索システム( )は イネゲノム全塩基配列データBLAST RiceBLAST
ジャポニカ限定、インディカ限定等 種類の配列データセットに対して検索可能である。7
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２ 専門研究分野を活かした社会貢献
(１)分析、鑑定

（ ） 。 、宮内庁紅葉山御用蚕所の蚕種 小石丸 について母蛾検査の依頼があり実施した また
2 3東京都立食品技術センターなどから植物病原糸状菌等の同定 件 及び作物病害の診断（ ） （

件）の依頼があり実施した。

(２)講習、研修等の開催
① 講習、研修等の開催

平成 年度都道府県農林水産関係研究員短期集合研修を開催した。本年度は都道府県14
の研究機関を対象としたアンケート結果に基づき、昆虫を中心としたバイオテクノロジ
ー研修を実施した。また、産官学のバイオテクノロジー分野の研究者を対象として、農
林交流センターワークショップを農林水産省農林交流センターと共同で 回開催した（表4
１０ 。また、植物防疫官専門研修への講師派遣など、各種研究機関、団体等の主催す）
る講習会、講演会には延べ 名を派遣し、協力に努めた。35

② 研修生の受入れ
年度は、民間及び公立試験研究機関から依頼研究員 名、大学等から講習生 名を14 12 69

受け入れ、技術指導などを通じて、人材育成、技術水準の向上並びに技術情報の移転に
努めている。また、 等から海外研修生 名を受け入れ、海外の研究者の技術水準のJICA 18
向上に寄与した（表１１ 。）

③ 外部に対する技術相談
技術相談の窓口（企画調整部広報普及課）を中心として対応に努め、寄せられた相談

のうち約 件については、研究所において面談し対応した。相談内容には、シルクに関65

表１０ 講習・研修等の開催実績
講習・研修名 参加人数 期間

平成 年度都道府県農林水産関係 名 ～14 42 H14.10.8
10.11研究員短期集合研修

農林交流センターワークショップ
・ マイクロアレイを用いた植物遺伝子 名 ～「 16 H14. 8.20

8. 23発現のプロファイル解析」
名 ～17 H14.11.12

11.15
・ 二次元電気泳動法法によるゲノム解析」 名 ～「 4 H14. 9.30

10. 4
・ タンパク質構造解析シリーズ～生物 名 ～「 16 H14.11. 6

11. 8機能解明のためのプロテオーム解析～」

表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 フィリピン、チリ、イラン、ケニア、 名（ ）JICA 13
ネパール、ミャンマー、パキスタン、
ブラジル、インド

派遣者側負担 カナダ、ベルギー、韓国、フィリピン 名5
合 計 １２か国 名18
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するものが多かった。

(３)行政、国際機関、学会等への協力
① 専門家派遣

国の委員等 名、地方公共団体の委員等 名、他独立行政法人の委員等 名、法律に基22 3 9
づく法人の委員等 名、社団法人・財団法人の委員等 名の延べ 名を派遣し行政等に12 39 85

159 36 195協力している また 国内学会( 名)及び国際機関・国際学会( 名)には 職員延べ。 、 、
名を役員等として派遣し、協力に努めた。 に対しては植物遺伝資源集団研修などのJICA
研修生 名を受け入れ、協力に努めた。13
また、アジア太平洋経済協力会議（ 、国際協力事業団（ 、農林水産省なAPEC JICA） ）

どからの要請に応じて延べ 名の職員を海外で開催された委員会、会議等に専門家とし55
て派遣した（表１２ 。また、農林水産省や文部科学省からの要請に応じて、研究開発）
に関する検討会等に延べ 名を専門家として派遣した。67

② 国際会議の開催
国内において 件の国際シンポジウム等を開催した（表３ 。9 ）

③ 放射線依頼照射の実施
放射線育種場において、 独立行政法人研究機関からの 件のほか、 公立試験研究機5 53 12

76 4 22 31 66 217関から計 件、 大学から計 件、民間・個人 か所から計 件の依頼を受け、総計
件の依頼照射を行った（資料２「遺伝資源の配布及び依頼照射実績一覧 。」）

表１２ 海外への専門家派遣
経費負担先 国・地域 件数

経済協力開発機構（ ） 名OECD 1フランス

名アジア太平洋経済協力会議 (APEC）台湾 1
国際協力事業団（ ） 名JICA 7スリランカ、パキスタン、インド、ミャンマー

国際植物遺伝資源研究所 名（ ）IPGRI 3イタリア、インド

名アジア太平洋地域食料肥料技術センター 台湾 1
（ ）FFTC

国際イネ会議（ ） 名IRRC 4中国

農林水産省 名イタリア、オランダ 、フランス 、タイ、中国 6
文部科学省 名ポーランド、スイス、中国、タイ、アメリカ、 7

マレーシア、オーストラリア

日本学術振興会（ ） 名JSPS 1韓国

国際農林水産業研究センター 名中国 1
国内学会等 名韓国 2
中央畜産会 名オーストラリア 1
相手国等 名スウェーデン、韓国、中国、タイ、 20

オーストラリア、台湾、 、イタリアフィンランド

合計 １８か国 名55
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表１３ 主要な研究成果一覧
主要研究成果名 分類

イネゲノム重要部分の全塩基配列の解読終了 知的貢献、技術開発
ブタ 細胞抗原受容体α δ鎖遺伝子 分節付近のゲノム構造解析 知的貢献T / J

ライブラリーを用いた の効率的マッピング方法 知的貢献、技術開発BAC EST
用語検索支援システムの開発 知的貢献GO

ﾌﾞﾗｼﾉﾗｲﾄﾞ応答性遺伝子およびその利用 知的貢献
ｲﾈﾌﾞﾗｼﾉﾗｲﾄﾞ生合成変異体の単離と原因遺伝子の同定 知的貢献、技術開発
放線菌キシラナーゼの 線結晶構造解析 知的貢献、技術開発X
型レスポンスレギュレータに固有な 様モチーフの構造と機能 知的貢献B Myb

知的貢献DNAﾏｲｸﾛｱﾚｲによるキチンオリゴ糖エリシター応答性イネ遺伝子の解析
知的貢献、技術開発ﾍﾟﾁｭﾆｱのﾎﾒｵﾃｨｯｸ遺伝子 の発現抑制は花の二重化をもたらすpMADS3

豚体外成熟卵子の効果的な活性化方法 知的貢献、技術開発
ウシ栄養膜由来細胞株（ ）の樹立 知的貢献、技術開発BT-1
ウシ子宮内膜組織様構造体の構築法とその機能 知的貢献
硝酸鉛によるコレステロール生合成酵素遺伝子の発現変動 知的貢献
膜翅目昆虫カブラハバチにおける形質転換系の確立 知的貢献
カイコの核内新規レセプター の遺伝子発現と性質の解明 知的貢献BmHR78

属ミバエ類の分子系統解析と分子分類法の開発 知的貢献、技術開発Bactrocera
カイコ幼虫皮膚が透明になる油蚕遺伝子 の同定 知的貢献og
高等生物（ネムリユスリカ）の永久的休眠の誘導・維持・覚醒機構 知的貢献、技術開発
の解明とその利用
カイコにおけるアミノ酸生合成の調節機構の解明 知的貢献

による抗菌性タンパク質遺伝子の選択的な転写活性化 知的貢献BmRelA,B
ガンマ線照射によるキクの花色変異４品種の育成 農業生産、技術開発
イオンビームによるキクの花色変異６品種の育成 農業生産、技術開発
イネ低グルテリン遺伝子 の単離と作用機作の解明 知的貢献Lgc1

農業生産、技術開発低グルテリン・ グロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育 号」26kDa 2
農業生産、技術開発低グルテリン・ グロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育 号」26kDa 3

ニッコーマイシンＺによる核多核体病ウイルスの感染促進 技術開発
肝細胞接着性を有するラクトース修飾絹フィブロイン 知的貢献
レーザー切開によるカイコの体液採取法とシステム化 技術開発、生物産業
カイコ受精卵の長期保存法 農業生産、生物産業
昆虫工場廃棄物選別装置の開発 技術開発
イネミトコンドリアゲノムの全構造決定 知的貢献
イネの鉄耐性、オオムギ赤かび病抵抗性の高精度・高能率 分析 技術開発QTL
イネ白葉枯病菌の全ゲノム解析 知的貢献、技術開発
豚遺伝資源集団における特性評価モデルの選択法 知的貢献、技術開発
イネいもち病菌の感染時における形態形成制御機構 知的貢献
異種間移植によるブタ原始卵胞の発育と卵母細胞の成熟 技術開発
アズキ亜属に関する新分類体系の確立と種標準コレクションを用い 知的貢献、技術開発
た分子類縁関係の解明
代謝異常マウスの 解析 知的貢献QTL
ｱﾗﾋﾞﾄﾞﾌﾟｼｽ 遺伝子の遺伝子ターゲティング技術の開発 技術開発ALS
培養系改良によるコムギの形質転換 技術開発
ｱｸﾞﾛﾊﾞｸﾃﾘｳﾑによるイネの新規効率的形質転換法の開発 技術開発
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの脆弱Ｘ症候群疾患モデルの開発 知的貢献、技術開発
イネ再分化能の遺伝解析及び高再分化能育種素材の開発 技術開発
イネ種子寿命を制御する量的形質遺伝子座 知的貢献、技術開発
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３ 成果の公表、普及の促進
(１)成果の利活用の促進
① 普及に移しうる成果

各研究グループ長等から推薦のあった課題について、昆虫・動物生命科学研究推進戦
略会議及び植物生命科学研究推進戦略会議において、主要な研究成果の候補課題を選定
し、最終的に、農業生物資源研究推進戦略会議において、 件を主要な研究成果として45
決定した。そのうち「農業生産」と「生物産業」に区分された 件を「直ちに利活用でき6
る（普及に移しうる）成果」とし、他の「知的貢献」と「技術開発」に区分された 件39
の成果とともに「平成 年度の主要な研究成果」として印刷・配布するとともに、所ホ14

（ 、 「 」）。ームページ上においても公開することとした 表１３ 参考資料２ 主要な研究成果

② 研究リソースの提供
遺伝子の機能解明を効果的・効率的に進めるため、これまでのゲノム研究で蓄積され

た、完全長 、遺伝子破壊系統、染色体置換系統などのゲノムリソースを整備し、cDNA
その有効活用を図ることを目的とするゲノムリソースセンターの立ち上げを行った（表
１４ 。）
ジーンバンクが保存する遺伝資源の配布についても、新たに動物遺伝資源の配布を行

うなど積極的に対応した（資料２「遺伝資源の配布及び依頼照射実績一覧 。本年度の」）
8,049 755 48 DNA配布実績は 植物遺伝資源 件 微生物遺伝資源 件 動物遺伝資源 件 イネ、 、 、 、

件、ブタ 件であった。さらに、原蚕種 蛾、保存蚕品種 蛾、桑の接2,418 DNA 1,080 3,222 354
穂・苗木 本の配布を行った。492

③ ゲノム情報の提供
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。また、新たにイネ遺伝子機能予測データベー
スやシスエレメントモチーフ検索データベースなど、研究の基盤となる情報や分析手段
等の提供に努めた。

表１４ イネゲノム研究におけるリソースの整備状況
リソース名／区分 リソースの整備状況
塩基配列 約 を解読（国際コンソーシアム全体では ）250Mb 366Mb
完全長 約 個（配布準備中）cDNA 30,000
遺伝地図 遺伝子置換系統： 系統150

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

破壊遺伝子データベース：約 件公開10,000
プロテオーム 部分構造決定：約 個5,000
マイクロアレイ ：約 スポットアレイ作製・利用EST 9,000

完全長 情報：約 スポットアレイを作製（評価cDNA 20,000
中）

ジーンバンク ： クローンcDNA 65,313
マーカー： クローンRFLP 1,713
フィルター： クローンをスポットYAC 7,606

クローンBAC: 50,000
クローンPAC: 70,000
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④ 研究所刊行物
Annual成果の普及、利活用の促進のため、研究所資料、研究成果情報、研究所年報、

、研究所ニュースを発行し、所ホームページ上で公開した。Report

⑤ ホームページによる情報提供
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について

は随時更新し、最新の情報を提供した。本年度中の所公式ホームページへのアクセス件
数は 回であった（表１５ 。なお、イネ・ゲノム研究ウェブサイト3,301,514 ）
( )へのアクセスは、イネゲノム解読終了宣言など広報に努めた結http://rgp.dna.affrc.go.jp/
果、 月以降大きく増加している（月平均アクセス数： ～ 月 回、 ～ 月12 4 11 348,905 12 3

回 。495,042 ）

（２）成果の公表と広報
① 論文等

研究成果の発表は、論文 （原著論文 、総説 、単行本 、データベース・マニ367 296 54 17）
ュアル・報告書・学位論文 、学会・シンポジウムでの発表 、解説・紹介・技術資料18 776
、講演会・研究会等での発表 件を行った （表１６、資料３「研究業績一覧（原著論61 86 。

文・総説・単行本 ））」

表１５ 独立行政法人農業生物資源研究所の主なウェブサイト／データベース
ウェブサイト／データベース （アドレス） アクセス件数

3,301,514所公式ウェブサイト ( )http://www.nias.affrc.go.jp

2,348,330農業生物資源ジーンバンク＜植物遺伝資源部門、微生物遺伝資源部門、動物遺伝資源部門＞

（ )http://.www.gene.affrc.go.jp / index_j.html

7,251遺伝資源データベース＜蚕品種、桑、昆虫培養細胞株＞

( )http://www.nises.affrc.go.jp/nises/db.html

68,470,706農林水産 バンク( ) ( )DNA NIAS DNA Bank http://bank.dna.affrc.go.jp/indexJ.html

16,542イネゲノムプロジェクト ( )http://www.nias.affrc.go.jp/project/inegenome/

4,917,546Rice Genome Research Program http://rgp.dna.affrc.go.jp/( )

307,537ミュータントパネルデータベース ( )http://tos.nias.affrc.go.jp/~miyao/pub/tos17/

15,280ROMS Rice Microarray Opening Site http://cdna01.dna.affrc.go.jp/ROMS/main.html( ) ( )

5,444カイコゲノム研究プログラム＜ ＞Silkworm Genome Research Program

( )http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm

5,891Silk New Wave http://www.nias.affrc.go.jp/silkwave/hiroba/silk_wave.htm( )

1,050,449家畜ゲノムデータベース （ ）http://ws4.nias-k.affrc.go.jp/agp/index-j.html

4,788研究成果情報 植物 昆虫 動物 (（ 、 、 ） ）http://www.nias.affrc.go.jp/seika/
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② 広報活動等
パネル 枚を作成・更新し 研究所内 つくばリサーチギャラリー及び農林水産省 消78 、 、 「

費者の部屋」等に展示し、情報の提供を行った。
記者発表会 回、記者会への資料配付 回、あわせて 回の報道対応を行った。また、11 6 17
、 、 、 。 、新聞 雑誌等マスコミからの取材に積極的に対応し 情報提供を行った その結果TV

当研究所が関係する記事が新聞に 件掲載され、 、雑誌等に研究成果が 回紹介さ287 TV 54
れた（参考資料３ 「広報一覧 。」）
国際熱帯農業研究センター所長など 件計 名の海外からの視察者、見学者の受入を87 388

行った。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 名の参加を得2,200
た。宇都宮白楊高等学校はじめ 件計 名の国内の視察者・来訪者の受入を行うと199 2,037
ともに 「つくばちびっ子博士（つくば市教育委員会主催 （当研究所への参加 名、、 ）」 34
研究所対応 名 「つくば科学フェスティバル（つくば市など主催 （行事全体への参5 ）、 ）」
加約 名、研究所からの派遣延べ 名 「サイエンスキャンプ （ 財）日本科学7,400 24 2002）、 （
技術振興財団主催 （当研究所への参加 名）等、青少年、市民対象の各種イベントに）」 6
協力し、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 特許出願等

技術移転科の機能強化を図る一方、職員に対し知的所有権の取得を奨励し、国内特許
出願 件、外国出願 件及び 出願 件を行った（資料４「特許等取得・品種登録一63 87 PCT 14
覧 。」）

② 品種登録等
品種出願 件、品種登録国内 件、命名登録 件を行った（資料４「特許等取得・品種10 5 1

表１６ 原著論文のインパクトファクター別公表状況（平成 年度）14

インパクトファクター 掲載論文数 主な学術雑誌名

10 14 Nature以上
Science
Proceedings of the National Academy of Science,
USA

などGenes and Development
5 10 18 Current Biology以上 未満

The Journal of Biological Chemistry
Nucleic Acids Research

などEMBO Reports
2 5 73 Genetics以上 未満

Cellular and Molecular Life Sciences
RNA

などClinical and Experimental Allergy
2 191 Theriogenology未満

Insect Biochemistry and Molecular Biology
Biomacromolecules

などGeneral and Comparative Endocrinology

計 (インパクトファクター値：合計 )296 668.3
＊ 年インパクトファクター値に基づく2001
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登録一覧 。」）

③ 知的所有権の情報提供
14 14 18 8年度に登録になった特許（国内 件、海外 件）を農業生物資源研究所ニュース第

号に掲載し、広報した（資料４「特許等取得・品種登録一覧 。また、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。
知的所有権の許諾については、 年度新たに特許の実施許諾契約を 件、品種の利用許14 2

諾契約を 件締結した。 年度は許諾契約に基づき、特許権 件、実用新案特許 件及び19 14 20 1
育成者権 件の計 件において 円の実施収入を得た。なお、発明者に特許等取得28 49 855,173
のインセンティブを与えるため、独立行政法人化以降、職務発明規程において特許等の
実施補償金の上限を撤廃している。
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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

実績： 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上で、事業
費の配分を行った。
研究の重点化・戦略化を図るために設けた所内制度を活用し、所内研究推進（シー

ズ培養 研究 研究加速化 新規異動者支援等の目的に 百万円 研究活性化 交、 、 、 ）、 （FS 26
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 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30 ）
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 百万円）等へ重点配分した。また、研究成果の特許等出願経費（ 百万円）9 144
及び広報等に関する経費（ 百万円）等に重点配分することにより、研究成果の有効26
的活用を図った。

２ 外部資金等

実績： 中期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 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5,645

2,617 8,262 6,449研究資源の充実に努め、計画額対比 百万円増となる 百万円［農林水産省
682 33 3 19百万円 文部科学省 百万円 環境省 百万円 厚生労働省 百万円 独立行政法人、 、 、 、

百万円、特殊法人 百万円、その他 百万円］の受託研究経費等が確保された。985 91

３ 経費の節約等

実績： 電気供給契約の見直し及び冷暖房設備の稼働・利用の点検並びに設備の改修等によ
り、経費の節約に努めた。

平成14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 ７，７５８ ７，７５８
施設整備費補助金 ８５ ８５
無利子借入金 ４，０９８ １，２３７
受託収入 ５，６４５ ８，２６２
諸収入 ８ １０
計 １７，５９４ １７，３５２

支出
業務経費 ３，１０７ ２，６１０
施設整備費 ４，１８３ ４，１８１
受託経費 ５，６４５ ８，２６２

試験研究費 ５，３８６ ７，７５９
管理諸費 ２５９ ５０３

一般管理費 ５１９ １，００８
研究管理費 １８５ ４２９
管理諸費 ３３４ ５７９

人件費 ４，１４０ ４，１８４

計 １７，５９４ ２０，２４５
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平成14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 １３，０８５ １５，９２８
経常費用 １３，０８５ １５，８６３
人件費 ４，１４０ ４，１８４
業務経費 ２，８０７ ２，２１６
受託経費 ５，１７９ ７，３０５
一般管理費 ５１４ ９２０
減価償却費 ４４５ １，２３８

財務費用 ０ ２２
臨時損失 ０ ４３

収益の部 １３，０８５ １６，２８９
運営費交付金収益 ７，４５３ ７，２８０
諸収入 ８ １０
受託収入 ５，１７９ ８，１４４
資産見返負債戻入 １９５ １２３
資産見返物品受贈額戻入 ２５０ ７１２
臨時収益 ０ ２０

純利益 ０ ３６１
目的積立金取崩額 ０ ０
総利益 ０ ３６１

平成14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 １７，５９４ １８，０３４
業務活動による支出 １２，６４０ １４，６４１
投資活動による支出 ４，９５４ ２，１２８
財務活動による支出 ０ ２６５
翌年度への繰越金 ０ １，０００

資金収入 １７，５９４ １８，０３４
業務活動による収入 １３，４１１ １６，７１２
運営費交付金による収入 ７，７５８ ７，７５８
受託収入 ５，６４５ ８，１４９
その他の収入 ８ ８０５

投資活動による収入 ８５ ８５
施設整備費補助金による収入 ８５ ８５
その他の収入 ０ ０

財務活動による収入 ４，０９８ １，２３７
無利子借入金による収入 ４，０９８ １，２３７
その他の収入 ０ ０
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Ⅳ 短期借入金の限度額
該当なし。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
該当なし。

Ⅶ 剰余金の使途
該当なし。

Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画

短日施設（日長調節装置）改修を施設整備費補助金により実施した。
また、平成 年度第 次補正予算に基づく無利子借入金により、構造ゲノム解析センター13 2

新築及び生物機能開発研究拠点支援施設改修を行った。

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

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、重点研究領
域への研究職員の重点配置を行った。管理部門については、事務処理の一元化等を行い効
率化を図った。また、企画調整部の体制を見直し、企画部門の戦略策定・スタッフ機能の
強化などを行った。
また、重点研究領域を効果的・効率的に推進するため、研究職員の任期付き任用の拡大

や公募の導入・拡大等を含む研究人材流動化の促進に関する基本的計画を作成中である。

(２)人員に係る指標
平成 年 月 日現在、常勤職員数は一般職 名、技術職 名、研究職 名の計 名で15 1 1 98 45 280 423

あった。

２) 人材の確保
① 人材の確保

本年度は選考採用により研究職 名の採用を行った。そのうち 名は、任期付き任用に7 2
よる研究職である。引き続き任期付き任用の拡大を図るため、平成 年 月 日付け採用15 4 1

3 1に向けて 名の任期付き任用による採用を決定した また 国家公務員試験によりⅡ種、 。 、
名（一般職 、Ⅲ種 名（一般職）を採用した。さらに、再任用制度により一般職 名を、） 1 2
育児休業法に伴う任期付き任用により一般職 名を採用した。1
日本学術振興会科学技術特別研究員制度等によりポストドクター 名の人材を確保し144

6た（表１７ 。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、）
チームのべ 名の人材（テクニシャン）を確保した。28

② 研究グループ長の公募
研究グループ長等の採用については公募規則を作成し、研究グループ長の公募を実施

した。
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表１７ ポストドクター人材の確保
制 度 人数

17科学技術特別研究員
27科学技術総合研究委託費
60生研機構・派遣研究員
9戦略的基礎研究推進事業・事業団研究員
11STAフェローシップ
19JSPSフェローシップ
1農林水産省受託制度

144合計




