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独立行政法人農業生物資源研究所平成１４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

①１３年度開催の評価委員会の意見を基に、評価項目、評価基準を見直し、本年度評価

に活用する。

②研究所の研究推進戦略会議を開催する。それに先立ち農業生物資源研究所評価委員会

を開催する。

③研究成果の評価検討会を各グループ毎に開催する。

④研究職員の業績審査のため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。

３ 研究支援の効率化および充実・高度化

（１）遺伝子特許の取得と技術移転の支援態勢を強化する。技術移転科を強化し、バイオ

研究経験のある研究者を複数配置すると共に、有効な研修等に参加させ、弁理士事

務所との意見交換等に必要な能力を付与する。

（２）農林水産省研究ネットワーク等を活用して導入した生物研ニュース以外の刊行物に

ついてもオンラインジャーナル化を推進し、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外部委託を促進する。

（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

①１３年度に整備した農林水産省関係８法人の研究協力に関する協約書を活用して共同研

究や技術移転を積極的に行う。また、その他の農業関係他法人とも共同研究、人事交流

を含めた連携、協力を積極的に行う。

②開発途上地域における農業生物資源研究の推進にあたっては独立行政法人国際農林水産

業研究センターとの国際共同研究規程を活用して研究の推進に参画する。

③ジーンバンク事業の推進を図るため、他法人とのジーンバンク事業連絡協議会を活用し
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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と共に、ゲノム研究等に関する国際会議を

開催し、研究成果を積極的に公開し、国内外の研究機関での活用を促進する。

②民間等を交えたゲノム情報利用研究会等を活用し、技術移転の促進強化、企業との交流

を図る。

③昆虫ゲノム研究にあたっては、民間企業との共同研究を積極的に進める。

④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。

⑤１３年度に整備した共同研究規程、委託研究・受託研究規程等をインターネットを活用

して公開することにより、共同研究や技術移転を積極的に行う。

⑥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、導入した標準会計システムを円滑に運用するとと

、 、 。もに 引き続き同報メール 所内掲示板等を活用した事務文書の簡素化等の整備を行う

また、光熱水の節約により、引き続き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、１３年度に整

備した客員研究員受入規程により、優れた知識・技術を有する研究者を招へいするこ

とにより、又は国内留学実施規程によりその機関に派遣すること等により研究員の資

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

（４）事務管理関係職員については、関係する講習会等に参加させ、資質の向上を図る。
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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：第1染色体に関しては、早期にすべての配列を完成配列で公開する。物理地図

作成に関しては、 やウオーキングを用いて第1.2.6.7.8染色体の物理地図作成可能領STC
域に を整列化する。また新たに担当となった第9染色体について､同様のステッPAC/BAC
プで物理地図を精密化する。

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：年度内に第1.2.6.7.8.9染色体の全物理地図作成領域についてフェーズ2以上で

配列を公開する。

（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１３年度に構築されたプログラミングシステムを利用して、効率的にＤＢ

構築を行う。

②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：理化学研究所より出される、端読み配列分に関する代表クローンの選別、完全

長配列決定を行う。

（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：抗原レセプター等ブタゲノムの生理機能上重要な領域において コンティBAC
グを作成し、塩基配列の決定を行うことで、その構造を明らかにする。また、ブタゲノム

塩基配列情報からデータベースシステムを構築する。また構築されたデータベースの入力

・管理システムを構築する。

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： マーカーを用いたハイブリ法でカイコゲノム全体の50 程度をカバーするEST %



- -4

コン ティグを作成する。新たにフィンガープリント法を併用する。カイコ デBAC EST
ータベー スは60 のカバー率を目標とする。これに対応した マイクロアレイを作成% EST
する。

（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：イネ用遺伝子領域予測プログラムにおけるタンパク質コード領域モデリング法

の改良に着手する。

（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 について、塩基配列国際コンソーシアムの国外INE
のグループで解析されたクローンについての内容をさらに充実させる。

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／ゲノム研究グループ

、 、 、 、 、研究計画：出穂期 節間伸長性 種子幅 紫外線抵抗性 穂発芽抵抗性遺伝子については

相補性検定ならびに発現解析による候補遺伝子の機能の証明を行う。着粒数に関わる量的

形質遺伝子座ならびに病斑葉遺伝子については、ゲノムクローンの整列化を通じて候補ゲ

ノム領域の絞り込みを行う。光受容体キメラ植物を作成するとともに光信号伝達解析用の

遺伝子導入ベクターを作出する。

（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：遺伝子破壊系統700系統について網羅的に破壊遺伝子を解析しデータベース化

するとともに、１万系統から変異体スクリーニング用の を調製し、遺伝子機能解析DNA
システムの充実を図る。また、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単離し、機能解析を行う。

（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

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：椎骨数、背脂肪 領域の整列地図を作製し、椎骨数は候補遺伝子の多型解QTL
析、背脂肪は遺伝子探索を行う。繁殖障害ゲノム領域の絞り込みを進める。他殖性集団に
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おける 解析法の開発を行う。ウシ ライブラリ－のスクリ－ニング、遺伝子導入QTL BAC
に係わるインスレ－タ効果の検討を行う。ブタ脳組織完全長ライブラリ－の作製を継続す

る。

②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： 、 近傍領域の クローンのコンティグ化をさらに進める。サブトNid- nsd-1 2 BAC
ラクションによる候補クローンを単離する。

（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／ゲノム研究グループ

研究計画：イネマイクロアレイＤＢを一層充実させ、 データベースとのリンクを充実INE
させる。 の充実化もおこなう。RMOS

（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／新生物資源創出研究グループ／生理機能研究グループ／遺

伝資源研究グループ

研究計画： と直接作用するタンパク質の単離と解析、および 初期にその転写がCaM HR
変動する新たな遺伝子の解析を行う。

植物ホルモンで変動する新たな遺伝子単離を行うとともに、既に単離された遺伝子につい

ては相互作用するタンパク質を単離しその情報伝達系を解析する。また、さらに詳細にイ

ネ草型を制御するためにプロモータ単離を進める。

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：葉の形態変異株について植物ホルモンおよびその生合成中間体の内生量の差を

野生株と比較し、植物ホルモンの生合成過程に異常があるか否かを調べる。

（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／遺伝資源研究グループ

研究計画：分裂が活発な組織で不活性化が起きていない原因を解析する。培養系の利用も

考える。ジーンサイレンシング（ＧＳ）に関与すると考えられる遺伝子破壊株を用いてＧ

Ｓ抑制の機能を解析する。

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：メチル化特異的 断片の塩基配列情報解析を行う。DNA
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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／生体高分子研究グループ

研究計画：植物ホルモン等の刺激で発現するイネ・タンパク質群のなかで、微量なタンパ

ク質やリン酸化タンパク質の構造解析を行う。さらに、得られたタンパク質情報をもとに

遺伝子単離や相互作用するタンパク質を検索する。

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：作成したプロトタイプのプロテオームデータベースの 画面デザインの改Web
修をはじめ、検索機能、表示機能等の追加装備を行なう計画である。

（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

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：アミラーゼ変異体、イネαーガラクトシダーゼ、および種々の蛇毒由来タンパ

ク質の 線解析を行う。X

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（ ）の 線解析の精密化およびコックスフットモットRDV X
ルウイルス（ ）の 線データの分解能の向上とデータ測定を行う。CfMV 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

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：現在使用しているプロトコールの改良を行い、高純度・高収量の構造解析用タ

ンパク質試料を、解析担当者に提供する。

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： 10 複合体の 解析を行い、 モチーフの 認識機構を解明ARR -B/DNA NMR B DNA
する。

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：天然タンパク質の溶液を用い、高分子の凝集状態を解明するために、固体表面

の構造変化を原子間力顕微鏡で解析する
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（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：酵素タンパク質の配列・立体構造をもとに、基質結合部位周辺の配列、残基の

位置関係、および残基の変化に伴う機能変化との関係についての検討を行う。

（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：１３年度に単離されたエリシター応答性遺伝子について引き続き発現特性の詳

細な解析を行う。また遺伝子発現や活性酸素生成に至るシグナル伝達機構を、脂質代謝等

に注目して生化学的に解明する。

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Ｄ１タンパク質の初期損傷（切断と架橋）部位の解析を行う。

Ｄ１タンパク質プロセシング酵素に変異を導入し、至適 が基質によってシフトする分pH
子機構を検討するとともに、光合成抑制回避に向け、本酵素を過剰発現する形質転換体を

作出する。従来提唱されている励起エネルギーに対する溶媒効果の作用メカニズムと、電

子状態との間の関係を検討する。生葉の光合成の追跡については イメージングによNMR
る機能イメージングについて検討する。

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／新生物資源創出研究グループ

研究計画： 型転写因子（ 1525）遺伝子をイネに導入し、形質転換イネを作出Zn-finger RA
する。形質転換イネを育成・採種するとともに、形質転換イネ当代を用いて解析を行う。

イネ・フィトクロムＢ変異株を用いて 1525遺伝子の発現解析を行う。アラビドプシスRA
についてマッピングは個体数を増やして行い変異の原因遺伝子を同定する。

（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：陸稲の遺伝子導入方法を検討し、 遺伝子を高発現する形質転換体を作出PEPC
する。

②エレオカリスにおける 3 4光合成型の変換とそれに伴う光呼吸の制御機構の解析C -C
担当：生理機能研究グループ
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研究計画：エレオカリス・ビビパラにおける光呼吸・光合成酵素の細胞特異的な発現に及

ぼす植物ホルモン等の影響を解析するとともに、他のエレオカリス属植物を含めてガス交

換法等により光呼吸活性を解析する。

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／新生物資源創出研究グループ

、 。研究計画：前回得られた結果をもとにサンプルを最適化し 再度発現モニタリングを行う

13年度に作成した がカサラス型に置き換わった準同質系統( 27)と日本晴を交配しQTLT B
、 、 、た 1の自殖後代 2 150個体を水田に展開し 本年度作成した マーカーを用いてF F CAPS

領域がヘテロである個体を選抜する。４種類のβサブユニットの発現特異性を詳しQTL
OSKく調べると共に、粒大の異なる３品種・系統でそれらの発現パターンを比較して、

複合体の特定の分子種がこれらの表現型に関連しているか否か検討する。イネ葉鞘におけ

るシンク・ソース変換機構を解明するために、葉鞘における炭水化物蓄積量とデンプン合

成に関与する鍵酵素の局在を、生育ステージを追って解析する。

（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：得られた 遺伝子をイネゲノム より単離し、構造解析を行う。また、ZF DNA
急速に進んでいるイネゲノム研究の成果を利用する。各種プロモーター制御下で 遺伝ZF
子をイネに導入し、機能解析を行う。 の標的遺伝子の探索のため、35 遺伝子をLIF S::LIF
アラビドプシスに導入し、マイクロアレイによって発現が変動する遺伝子を検出する。

（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／生理機能研究グループ

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

質についてオーキシン応答に対する変異効果を調べるとともに、このタンパク質と結合す

るタンパク質の探索を行う。

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：コラーゲンゲル等を用いた半固形培養系による 細胞オルガノイドの構築をES
確立する。また、マウス 細胞の分化増殖性を解明するため、セルソーターを用いて分ES
画した細胞の分化マーカーの発現やキメラ形成率との相関を解析する。

② 1レセプター遺伝子等の転写制御やシグナル伝達に関わる生理・形態形成関連遺伝IGF-
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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：ブタ 2、 2 、 の完全配列を解析する。また、ニワトリオボアルブミIGF IGF R IR
ン遺伝子および発現領域の遺伝子解析を行う。始原生殖細胞の移植を利用した鳥類希少種

の人工増殖に着手する。

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

担当：発生分化研究グループ

研究計画：体細胞核移植したブタ卵子を体外培養し、その発生能を検討する。また、ブタ

卵子や胚の体外培養系を確立するため、培養液の組成や卵丘細胞の卵子成熟に及ぼす影響

を解析する。

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：胚盤胞由来細胞系が不死化できない原因を、培養条件および用いる細胞系を検

討することにより明らかにするとともに、 1細胞を用いた栄養膜細胞に出現する分化BT-
に関わる遺伝子群を検索する。

（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：樹立したウシ骨髄および肝臓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、その分化機構等の有用性を検証する。また、上皮間充織相互作RT-PCR
用機構の解析に優れた三次元培養系の開発に取り組む。さらに、クローン牛のテロメア解

析を行う。

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

研究計画：コレステロール合成酵素遺伝子の発現上昇に伴う転写因子の関与、薬物代謝関

連遺伝子の発現様式の解析をブタにおいて行う。また、これまで得られた摂食行動、肥満

関連遺伝子クローンの塩基配列決定をブタにおいて行うとともに、クローン牛における遺

伝子インプリンティングの状態解明を推進する。さらに、ウシプリオン遺伝子のシーケン

スと多型の解析を行うとともに、ブタ、ニワトリにおける抗病性関連遺伝子の解析を進め

る。

（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：ブタ、ウシの脳定位固定装置に改良を加え、脳内ストレス関連物質や視床下部

内成長因子の動態、ニオイ記憶に関与する海馬神経活動を解析する。
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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：１３年度に確立したシバヤギの急性低栄養モデルを用いて、視床下部の性腺刺

激ホルモン放出ホルモンの分泌活動の制御に関与する末梢の代謝産物、ホルモンの種類と

その作用機序を解析する。また、シバヤギにおいて、雌の性腺刺激ホルモン放出ホルモン

の分泌促進作用を持つ雄フェロモンの受容・情報伝達に関る神経機構を形態学的に解析す

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：作成した形質転換ベクターをカイコに導入し、キメラ遺伝子発現を解析する。

カブラハバチでは、単離した ホモログの発現様式の解析する。また、ヤマトヒメミdsx
ミズとミサカヒメミミズにおける新生細胞の有無と再生能力の違いの関連性を検討する。

線虫では、 の細胞内ドメインと相互作用するタンパク質の探索、および細菌感染によToll
って発現が誘導される遺伝子のスクリーニングを行う。

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： 結合タンパク関連遺伝子をクローニングし、タンパクを発現させ との結JH JH
合様式の解析する。各種阻害剤を用いて、エクダイソンが を介した信号伝達系にcAMP
よって作用発現していることを解明する。トレハラーゼ以外の蛹化特異的遺伝子の転写開

始点上流部をクローニング後レポーター・コンストラクトを作成し、今年度に構築した前

部糸腺のレポーター・アッセイ系に供試する。 の胚発生過程における機能を組織培BmPP
養等によって検討する。カイコ体液中に含まれる造血因子の単離同定を進める。

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：真皮細胞の増殖に剛毛細胞が関与している可能性が示唆されたことから、剛毛

細胞と真皮細胞の増殖について詳細に観察を行うために、共焦点レーザー顕微鏡などを用

いて、立体的に細胞の位置関係を示すことで、新生細胞や分裂中の細胞の挙動を探る。

（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
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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：間性の遺伝様式の解明を進め 間性化突然変異遺伝子の所属連関群を解析する

家蚕改良種、実用品種のジェノタイピングを行い、品種同定技術の開発を進める。蚕遺伝

資源評価の一環として蚕遺伝資源から新規突然変異体を探索し、系統として固定する。

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／昆虫生産工学研究グループ

研究計画：絹糸昆虫のゲノム進化に関連して、ヤママユガ科のミトコンドリアゲノム解析

を進める。昆虫集団の遺伝的多様性の解析について、捕食性半翅目昆虫の集団間遺伝子交

DNA DNA流を解析するため、核 マーカーを検索するとともに、核およびミトコンドリア

塩基配列を用いた分子系統解析を行う。トビイロウンカの薬剤抵抗性機構に関しては、様

々な 法によって得られた増幅産物、塩基配列のゲノム上での増幅の態様、およびカPCR
ルボキシルエステラーゼの増幅との関連について解析する。

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：カイコの尿酸合成に関与するキサンチン脱水素酵素 の活性についてBmXDH
酵母を用いた解析系の作出を進める。エクジステロイド受容機構について、 アイソフEcR
ォームの発現解析を通して、アイソフォームと特異的に相互作用する遺伝子の単離を目指

す。カイコゲノム のメチル化機構解析のため、メチル化プロファイルを網羅的に検DNA
出する方法の開発・最適化を試みる。

（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：高い蛍光シグナル強度を示す新しい色素を利用した光学的計測法等により、糸

球体と出力神経細胞の匂い応答の同時計測を行う。また、触角葉の複数神経細胞からの同

時記録を試み、神経活動の相関を解析する。

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：各種刺激物質に対する接触化学感覚器官の電気的応答と摂食・産卵行動を記録

することにより、感覚器官・細胞の性質とその行動に及ぼす役割を調べる。また、ニクバ

エのレクチン様タンパク質の局在性を調べるとともに、アゲハ等の化学感覚器官からの新

規タンパク質の単離と解析を行う。

（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
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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：ドウガネブイブイの幼虫休眠に対する内分泌器官の調節機構、バッタ類の行動

と形態に及ぼすコラゾニンの影響並びにカメムシの卵吸収誘起のメカニズムを解明する。

生理・生化学あるいは分子生物学的手法によりユスリカ等の乾燥休眠の機構の解明に着手

する。

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：カイコにおける窒素代謝の内分泌調節機構の存在、膜結合型トレハラーゼの糖

鎖構造の可溶型との比較検討および虫体のステロール含量の測定によるエリサンとカイコ

のステロール栄養要求の比較検討を行う。

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／分子遺伝研究グループ

研究計画：アニオン輸送体では、 1および 2の塩ストレス環境における生理OsCLC- OsCLC-
的機能を解析する。カチオン輸送体では、ナトリウムイオンを輸送する細胞膜型および液

胞膜型 対向輸送体を対象にその遺伝子をクローニングし、その構造を明らかにすNa+/H+
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：生理機能研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：環境ストレス下での細胞質酸性化とシアン耐性呼吸の活性化を解析する。

は プロモーターの解析に不向きなことがわかったので、形質転換体をtransient assay AOX
作成して、プロモーターの 因子の解析を行う。cis

（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：遠赤色光（ ）照射直後に一過的に誘導される遺伝子発現のシグナルを明らFR
かにする。 照射１時間後に一過的な発現する遺伝子について発現パターンを詳しく解FR
析して、その中から からのシグナル伝達に関与するものを検索する。 二phyA phyA/phyC
重突然変異体を用いて、遠赤色光の感知における の関与について検討する。phyC

（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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担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネのほぼ全ゲノムのシークエンスが中国から開示されたことを元に、抵抗性

遺伝子アナログの全シークエンスを早期に同定すると共に、我々の作製したイネの高密度

高能率マップの上にこれらを全てマッピングする。これらの基礎データから抵抗性遺伝子

が、その機能を発揮するために必要な条件を明らかにする。実際に抵抗性遺伝子がそのよ

うな形で機能することを明らかにするための基礎データの蓄積を試みる。

（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

担当：生理機能研究グループ

研究計画： 27を中心に形質転換ミヤコグサの解析を続行するとともに、 ハイブリLj in situ
ダイゼーション等によって、発現様式の解明を続ける。また、 のためのベクターをPTGS
開発し、ミヤコグサにおける効率的な遺伝子破壊系の確立を目指す。

（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
担当：生理機能研究グループ

研究計画： 、および を導入した形質転換ミヤコグサを用いて、根粒菌GFP-ER GFP-tubulin
感染、 ファクターに対する根毛細胞の初期応答を調べるとともに、これらのマーカーNod
を根粒形成ミュータントの解析に活用する。また、ｃ マクロアレイを用いて フDNA Nod
ァクターおよび根粒菌感染初期の遺伝子発現プロファイリングを行う。

（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行動制御物質やゴマダラカミキリの接触性フェロモン

などの未同定成分の化学的解明を進める。また、ヤマアリ類の多型間における外部形態、

外分泌腺内容物などの比較を行う。

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：植物由来の昆虫摂食生理関連物質の特性解明について、ヒメシダ、アワダン等

に含まれる毒物質や、ブタクサハムシの摂食刺激物質の精製・同定、ツマグロヨコバイ唾

液腺のラッカーゼ様フェノールオキシダーゼの精製を進める。

（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
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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 ライブラリーについて、塩基配列の解読を継続するとcDNA
ともに、特異遺伝子の解析とミトコンドリア全ゲノム配列の決定を進める。ウオルバキア

による細胞質不和合性に関して、関連遺伝子の特定、機能の推定を試みる。動物セルラー

ゼについては、これまでに得られた新規動物セルラーゼを中心に、さらに類縁遺伝子の探

索を進め、動物セルラーゼ全般の系統解析を進める。昆虫 ウイルスの遺伝子翻訳機RNA
構に関しては、リボソーム内部進入領域 （ ）の二次構造モデルの検証を進めるIGR-IRES
とともに、バキュロウイルス等を用いた昆虫培養細胞系での の利用を試みる。IGR-IRES

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

研究計画：ファイトプラズマについては人工培養法、免疫電顕法の確立をはかり、新規生

態特性を明らかにする。クワを加害するヨコバイ類のウオルバキアについて、クワへの移

行を調べる。昆虫腸内微生物の定着・増殖関連因子に由来すると考えられる 断片のDNA
塩基配列を決定して、昆虫腸内で特異的に発現する遺伝子の同定を進める。また、氷核活

性細菌について、昆虫腸内で定着・増殖可能な新たな細菌を探索するとともに、その検出

法を開発する。

（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ープ／昆虫生産工学研究グループ

研究計画：ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルス のスピンドルによる の感AcEPV NPV
Bt Cry染力増強のメカニズムを、カイコ幼虫の中腸に着目して調査する。 菌については、

1 および 1 型毒素に対する蚕品種の感受性調査、 1 型毒素抵抗性遺伝子のAa Cry Ac Cry Ab
連関分析と座位決定を進める。 属糸状菌について罹病性に特色のある品種の探Beauveria
索を行うとともに、 菌株が産生する細胞毒性タンパク質について特性調査B brongniartii.

。 、 、を継続する 昆虫病原性原虫の昆虫間伝搬機構 シスト形成要因の解析を進めるとともに

効率的検出法について検討する。

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ープ

研究計画：植物病原微生物に由来する生理活性物質の機能解析に関連して、新規の生理活

性物質を生産する植物病原菌を探索すると共に、得られた菌の同定を行い、菌学的性質に

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機能の解析、および細胞系を用いた免疫関連
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遺伝子の機能解析

担当：生体防御研究グループ

研究計画：経口免疫寛容を誘導した炎症性サイトカインノックアウトマウスの樹状細胞お

よび抑制性 細胞の機能成熟を解析する。アレルギー性炎症における欠損遺伝子の役割T
を検討する。また、ニューロン細胞死におけるミクログリアの役割を明らかとする。ウシ

。 。CD DRB34に対するモノクローン抗体を作製する 引き続き 3遺伝子の多型解析を行う

（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：カイコの タンパク質の機能解析を行う。抗カビタンパク質が形態形成に関Rel
与するか否かをカイコとウリミバエを用いて解析する。デイフェンシンの構造と活性の相

関を明らかとするために3 による解析を行う。異なる抗ウイルスタンパク質の同定DNMR
と精製を行う。

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） 4光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上C
① 4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C
担当：生理機能研究グループ

研究計画：13年度作出した イネ( 1)後代よりホモ系統を選抜する。現在保有PEPC+PPDK F
している イネ( 2 Ｘ 259)へのイネ 3型 遺伝子の導入を引きPEPC+PPDK PE PD C NADP-ME
続き行う。

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：ディファレンシャル・ディスプレイ法で単離した遺伝子とそのプロモーター領

域を解析し、茎特異的に発現するプロモーターの単離を試みる。ダイズでは、形質転換体

の選抜条件を明らかにしながら遺伝子導入系を確立し、 遺伝子の導入を試みる。PEPC

（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／分子遺伝研究グループ／生体高分子研究グループ

研究計画：緑色組織特異的発現用プロモーターで形質転換したコシヒカリにおける導入キ

チナーゼ遺伝子の発現様式を解析すると共に、いもち病抵抗性を評価する。隔離圃場で栽

培後、採種した自殖第４世代における導入遺伝子の発現を解析すると共に、いもち病抵抗

性を隔離温室内で検定する。

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
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研究計画：形質転換体と推定されたオオムギでは、サザン法による導入遺伝子の検出を行

い、形質転換体であることが確認された個体については自殖後後代( 1)を育成する。T

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

研究計画： 35 プロモーターにつないだ 2 2および 2 3遺伝子をぺチュニアCaMV S ZPT - ZPT -
に導入する。また、 法により、 2 2および 2 3遺伝子にトランスポゾン 1PCR ZPT - ZPT - dTph
が挿入されたペチュニア変異体を選抜する。

（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

Gluten exorphinA研究計画：世代を進めホモにし コメに集積されたダイズグリシニン挿入、

5誘導体がペプシン・サーモライシンや膵臓エラスターゼによってうまく切り出され機能

性を示すか調査する。

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：ササニシキとハバタキの染色体部分置換系統群の選抜を行う 出穂期 着粒数

穂長に関わる量的形質遺伝子座を検出するとともに、それらの準同質遺伝子系統を作出す

る。出穂期関連遺伝子の発現レベルと出穂期の関係を明らかにし、出穂期予測手法確立に

資する。

（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：多くの個体を用いた詳細な椎骨数 のマッピングのために、家系間に共通QTL
して利用できるマーカーとして マーカーをマイクロサテライトマーカーに加え、複SNP
数のブタ実験家系を統合した連鎖地図の作製を行う。またこれまでの 解析の結果をQTL
もとに、 マーカーを用いた選抜試験を開始する。DNA

（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： 毒素 1 抵抗性遺伝子座および広食性遺伝子座を分子マーカーを用いBT Cry Ab
て精密にマップするとともに、これらのマーカーの育種における有効性を確かめる。

３）放射線利用技術の開発



- -17

（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：ソバに対してイオンビームのエネルギーの違いによる変異誘発効果 アルゴン

鉄などの重イオンビームの生物効果効果について解析を進める。サトウキビについてはガ

ンマ線とイオンビームに対する無毛茸変異の誘発率および染色体の減数の影響について細

胞遺伝学的観点から解析を行う。

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：イネについて放射線の種類やエネルギーの違いによる線量反応と外部形態突然

変異率との関係を解析する。また、各種の放射線照射集団の中から胚乳のアミロース変異

に重点をおいた精査を行う。

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

担当：放射線育種場

研究計画：放射線照射と培養等を組み合わせた突然変異誘発による、果樹の低樹高等、チ

ャの含有成分等の各種素材作出・選抜法の開発に取り組む。果樹等において、レポーター

遺伝子等を用いて効率的な形質転換技術の開発に取り組む。さらに、ナシなど難培養性作

物の再分化系の開発に取り組む 「ふじ」低樹高突然変異体の生育特性、結実等の栽培性。

を継続調査するとともに、各種変異原処理による新規低樹高突然変異素材の選抜を図る。

クワをモデル系とした木本性植物の遺伝子機能解析素材の作出に取り組む。

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

担当：放射線育種場

研究計画：目的とする成分突然変異体を効率的に誘発できる放射線育種法を確立するため

に、ソバ、チャ、リンゴを対象にしてポリフェノールなどフラボノイド系成分の突然変異

体の誘発効果について、放射線各種と照射材料との複合効果を解析する。また併行して、

各種成分変異体の簡易選抜法について開発を進める。

（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：リンゴ品種 印度 の斑点落葉病耐病性突然変異体の詳細な形質調査等を行う

「スターキングデリシャス」等において、斑点落葉病耐病性突然変異体選抜法の開発およ

び素材作出に取り組む。ナシ黒斑病耐病性の突然変異メカニズムの解明に取り組む。チャ

の炭疽病抵抗性突然変異体の選抜を継続するとともにこれまでに選抜した個体の形質安定

度を調査する。突然変異体のキメラ構造解消方法等の基礎的技術開発を継続する。
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（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： 遺伝子による作用は二重鎖 による遺伝子発現制御( )と共通のメLgc1 RNA RNAi
カニズムにより引き起こされるかどうかを確認する。

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

放射線育種場

研究計画：糯に近い極低アミロースの突然変異系統についてその温度反応と餅硬化性等の

特性を解析する。

Ｃ 新産業の創出を目指した研究

１）有用物質生産技術の開発

（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：すでに作出している 1 1 を高度に集積しているイネにオボキニンの挿入さA aB b
、 。 、れた改変 3 4遺伝子を再導入しても 集積レベルはほとんど改善されなかった 従ってA B

イネの貯蔵タンパク質のグルテリンやグロブリンに挿入して発現させる。

（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ープ／昆虫新素材開発研究グループ／企画調整部

研究計画：多関節ロボットと画像処理法とによる蚕の位置等の自動計測システムの開発を

行う。また、カイコを用いた有用物質生産技術開発をさらに進展させるため、幼若ホルモ

ン等による貯蔵タンパク質の発現量の解析、カイコ幼虫の連続凍結装置の設計等を行う。

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ループ

研究計画：人工飼料添加用に適したクワ個体の作出のため、葉質良好とされるクワ品種・

系統を素材とした交雑と育苗を行う。

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

LacCYSF研究計画：固定化リン脂質膜の塩濃度変化や他物質に対する応答を検討する。

の肝細胞接着性を再確認し、 試料濃度と接着性との関連性等を解析する。LacCYSF
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（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：引き続き音響式体積計によりカイコ体積情報の計測を試みる。カイコ体液採取

装置へのカイコの効率的な供給方法の検討し装置改良を行う。改良型小型無線回路を用い

生体信号を計測する。また、マイクロ電極と組合せ、計測を行う。平成13年度に作成した

を用い、カイコガ触覚から電気的応答を記録する。MOSFET

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：ヒメハナカメムシの種内系統を識別するため、マイクロサテライトマーカーの

開発を行い、国内各地から収集したヒメハナカメムシについて地理的・季節的 多型DNA
を解析するとともに、タイリクヒメハナカメムシの休眠性系統間差異について調査する。

ケナガカブリダニでは、形質とリンクした汎用性の高いプライマーの開発を進める。

（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：残留農薬分析は今後、培養液、または、水中に含まれる農薬の量だけでなく、

組換えイネ植物体中における残留農薬量の測定を行う。またイネの生育ステージおよび薬

剤を変えて同様に残留農薬試験を行う。

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ープ／昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：色素等を分泌するセリシン蚕の育成や誘導２眠蚕の特性解明と利用、 レDNA
ベルでの系統識別、蚕種の長期保存法の検討や病原微生物に対する抵抗性と抗菌活性の関

係解明を進めるとともに、効率的な桑栽培法について検討する。さらに、各種素材の１次

特性分析とそのデータベース化、有用物質生産用蚕の産卵性等を改良する。

（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：マイクロチャネル乳化法および超臨界流体急速膨張法によるミクロスフェアの

製造法を試みる。廃棄物処理のシステム化を図るとともに、クチクラ等回収物の利用用途

を開発する。フィブロインとのハイブリッド素材の探索と調製並びに酵素分解最適条件の

確定と分解による素材の劣化挙動を解析する。



- -20

（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：セリシン成分の分離と一次構造、平面膜におけるタンパクと分子の揺らぎ、フ

ィブロイン膜の熱安定性等を解析し、フィブロインＬ鎖の特定成分がもつヒト細胞生育促

進性を確認する。また、絹粉末を利用した合成繊維の評価、量産を検討する。クモ糸の高

次構造解析を継続する。

（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ープ

研究計画：昆虫由来色素の化学構造の特性解明および染色布食害試験等による昆虫由来色

素の染色性、防虫機能等の解明を進める。さらに、超薄地絹織物の作出技術並びに太糸用

繊度器の試作を進め装置化を目指す。

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ープ

研究計画：セリシンの化学修飾を有機溶媒中で行い、反応性や修飾セリシンの物性特性の

基礎的知見を得る。小節多系蚕品種生糸の特性評価と極細繊度生糸の繰製条件の検討と繰

糸機構の開発を進めるとともに、超低速繰糸法やフィード繰糸法を検討する。平面絹やシ

ルク繊維の立体加工法等を検討する。

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／生理機能研究グループ

研究計画：ミトコンドリア等、植物オルガネラ遺伝子および核遺伝子の塩基配列に基づい

て、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、それらの関係を明らかに

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：イネ白葉枯病菌全ゲノムについて遺伝子領域の予測を行い、ゲノム情報のデー

タベース化に着手する。

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解析
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担当：遺伝資源研究グループ

研究計画： 節のフザリウム属菌およびキサントモナス属細菌について分子系統学Martiella
的解析を行うことにより分類学的諸形質を再評価する。

（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栽培－野生種複合を対象

に、反復数の変異が大きいマイクロサテライトを用いて集団内の構造解析にも利用可能な

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：遺伝資源集団のように遺伝的特性に偏りがある場合においても、高い精度でそ

の特性を推定する方法を開発する。

（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：病原菌や薬剤処理等によるイネカタラーゼ遺伝子ファミリーの発現変化を明ら

かにし、発現調節機構の多様性を解明する。

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：ブロムグラス培養細胞等における低温および 反応性の耐凍性関連タンパABA
ク質、遺伝子の解析を進める。また、越年性植物組織における不凍活性等の検索を行う。

、 。これらの成果をもとに 限界環境適応能およびそれを支える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：イネいもち病菌の胞子形成に関連する遺伝子群のうち付着器形成にも関連する

遺伝子の機能およびシグナル伝達因子としての役割を変異株解析により解明する。また、

酵母キラータンパク質 の イオンによる活性化機構を解析するとともに、 感KlKP Ca KlKP
受性に関連する遺伝子を探索する。

（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
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担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：ヌードマウスの腎皮膜下に移植したブタ未成熟卵胞について、成熟に伴う卵母

細胞の核相等を解析するとともに、効率的に卵胞を成熟させるレシーピエントの内分泌的

処理法を確立する。また、ウシ等の未成熟性腺発育に伴うインヒビンファミリー等、成長

因子の発現解析および未分化雄性生殖細胞の減数分裂に関与する因子の検索をミュータン

トラットを用いて行う。

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：イネ属 ゲノム種の中の 、 を対象に集団の多様性C O eichingeri O rhizomatis. .

を明らかにする。またアズキ亜属については新たにミャンマーにおける種多様性とその地

理的分布を明らかにする。

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５万系統とする。また、破壊遺伝子の解析を行う新た

な700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： マッピングを引き続き行う。また戻し交配により原因ローカスを持つコQTL
ンジェニック系の作製を開始する。ノックアウトやトランスジェニックマウスの交配を進

める。抗 1抗体発現による機能阻害を試みる。EVH

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：技術の更なる改善高度化をはかる。 遺伝子のプロモーター領域の特定HSP70.2
とプロモーター結合タンパク質の同定を行う。

（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：ブタの体細胞核移植によるトランスジェニックブタ作出に適したブタ細胞株の

樹立を行う。人工染色体の動物細胞への導入を行う。

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
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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／分子遺伝研究グループ

研究計画：プロモーター活性が明白になった940 断片内の制限酵素サイトをつぶしてカbp
セット化を行い、普遍的に発現するプロモーターを開発する。

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：新規ベクターのイネやアラビドプシスへの導入と形質転換植物の（分子）遺伝

学的解析の継続、組織・器官特異的、時期特異的あるいは刺激・環境因子特異的発現パタ

ーンを有する新規遺伝子の遺伝子調節配列を単離（プロモーターカセット化）し、選抜マ

ーカーやレポーター遺伝子に接続して発現ベクターを構築し、それらを植物に遺伝子導入

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：アラビドプシス、イネにおいて 52経路遺伝子の過剰発現個体を用いて、相Rad
同組み換え活性を解析し、ポジティブな結果が得られればジーンターゲッティング実験に

供する。また所謂 52経路遺伝子以外で、最近見出され相同組み換えに重要な働きをすRad
ると報告された因子の高等植物ホモログを単離解析し、相同組み換え活性の向上を検討す

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／生体高分子研究グループ

研究計画：コムギでの形質転換体の確認とコムギ形質転換技術の効率向上を図って行く。

マップベースドクローニングではなく、マイクロアレイを用い、カルス形成能・再分化能

ＱＴＬの単離を試みる。

（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：形質転換カイコ作出効率の向上のため新たなマーカー遺伝子や新しいトランス

ポゾン等について検討を行う。また、挿入遺伝子の大きさと組換え体出現頻度、時計遺伝

子の作用機作の詳細な解析など、組換え昆虫の作出に関わる検討を実施する。さらに、ウ

イルス感染促進用人工飼料の開発を行う。

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
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担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：鱗翅目昆虫等の細胞培養法を検討と細胞の初代培養に関するマニュアル作成を

。 、 。進める 新規に作製したベクターを初代培養細胞に導入し 増殖効果等について検討する

さらに 測定の簡便化のため細胞ゲノムにレポーター遺伝子を組入れた系の確立や、PcecB
結合タンパク質等のアミノ酸部分配列等の解明に着手する。DNA

（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／分子遺伝研究グループ

研究計画：得られた遺伝子の分化能との関係を解析する。戻し交配を継続し再度マッピン

グを行う。圃場調査の栽培地等を選定し、継続して特性調査を行う。

（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／生理機能研究グループ／分子遺伝研究グループ

研究計画：隔離圃場において栽培を行い 遺伝子導入がバレイショの圃場特性に及ぼSPS
す影響を解析する。また、隔離ほ場において、形態的特性、アレロパシー物質の産生性、

越冬性（低温耐性 、土壌微生物相への影響などを調査し、環境に対する安全性評価を行）

。 、 、 。う さらに 接種個体数を増やし 組み換えによる新規ウイルス出現の可能性を検討する

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・収集と在来種、野生種の遺伝特性の解析

担当：ジーンバンク

研究計画：サブバンク等の協力を得て、国内外で探索収集を実施する。収集・受入目標点

数は基本計画に基づき、概ね植物4,000点、微生物600株、動物18点を目安とする。また、

アジア地域を中心に在来種、野生種等の遺伝特性を明らかにする。

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

担当：ジーンバンク／生産工学グループ／ゲノム研究グループ

研究計画：サブバンクの協力を得て、収集・保存している遺伝資源について特性調査を実

施するとともに、野生種等の有用遺伝子利用に着目し、育種素材化を進める。特性評価目

標点数は基本計画に基づき、概ね植物150,000点、微生物9，000点、動物700点を目安とす

る。また、タンパク質・核酸情報等に基づき特性評価法を高度化する。また、キジ目のヒ

メウズラ等の の解析を進め家禽の遺伝学的位置を分子系統学的に解析する。mtDNA

（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

担当：ジーンバンク

研究計画：サブバンク等の協力を得て、引き続き動植物、微生物遺伝資源の長期保存を進
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めるとともに、遺伝資源の増殖等によりアクティブコレクションを拡充する。また、引き

続き品質管理を進めるとともに、遺伝資源の増殖・保存技術を改善する。

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

担当：ジーンバンク／遺伝資源研究グループ／ゲノム研究グループ

研究計画：14年度も引き続き、利用者に有益な情報や利用しやすいシステムの提供を目指

して、 バンクホームページの情報、イネゲノム、家畜ゲノム情報の更新、ゲノム解DNA
析ツールの開発やクローンおよび情報提供システムの改良を行う。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 遺伝資源の情報公開を進める

また、引き続き国内外関係機関との円滑な遺伝資源交換システムの構築を進める。
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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

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整備した依頼研究員規程、講習規程等をインターネットで公開することにより、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JICA
らの研修生も積極的に受け入れる。

③外部に対する技術相談窓口を設置し対応すると共に、講習会の講師等を積極的に行う。

（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。

③１３年度に簡素化した依頼照射手続きにもとづき、公立機関、民間等からの依頼照射に

積極的に対応する。

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。

③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。

④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。

⑤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。

（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技術移転科の知的所有権取得支援態勢を強化し、知的所有権の取得を奨励するとともに

外国への出願も積極的に行う。

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。
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予算（人件費の見積りを含む 、収支計画および資金計画Ⅲ 。）

１４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１４年度予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 ７，７５８

施設整備費補助金 ８５

無利子借入金 ４，０９８

受託収入 ５，６４５

諸収入 ８

計 １７，５９４

支出

業務経費 ３，１０７

施設整備費 ４，１８３

受託経費 ５，６４５

試験研究費 ５，３８６

管理諸費 ２５９

一般管理費 ５１９

研究管理費 １８５

管理諸費 ３３４

人件費 ４，１４０

計 １７，５９４
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平成１４年度収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １３，０８５

経常費用 １３，０８５

人件費 ４，１４０

業務経費 ２，８０７

受託経費 ５，１７９

一般管理費 ５１４

減価償却費 ４４５

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 １３，０８５

運営費交付金収益 ７，４５３

諸収入 ８

受託収入 ５，１７９

資産見返負債戻入 １９５

資産見返物品受贈額戻入 ２５０

臨時収益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０
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平成１４年度資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １７，５９４

業務活動による支出 １２，６４０

投資活動による支出 ４，９５４

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １７，５９４

業務活動による収入 １３，４１１

運営費交付金による収入 ７，７５８

受託収入 ５，６４５

その他の収入 ８

投資活動による収入 ８５

施設整備費補助金による収入 ８５

その他の収入 ０

財務活動による収入 ４，０９８

無利子借入金による収入 ４，０９８

その他の収入 ０
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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

１４年度の施設および設備に関する計画は、短日施設（日長調節装置）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。企画部門、総務部門の配置を見直し効率的運営を図る。

②人員に係る指標

常勤職員数については、年度初めは４３４名とし、年度末は４３２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、任期付任用制による採用計画を策定し、それに基づき任期付任用

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、ポストドクター研究

員、研究支援要員等の派遣制度の活用を検討する。

②広く人材を求めるため、公募制による採用計画を策定し、それに基づき必要に応じて研

究グループ長の公募を行う。


