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独立行政法人農業生物資源研究所平成１５年度計画

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 研究業務の効率化

（１）評価・点検の実施

①外部専門家・有識者等を活用し、毎年度の報告に先立ち、自ら点検を行う。

②前年度に実施した全グループ長によるピアレビューを基本に自己点検に関する評価法

を改善するとともに、全ての研究課題を対象に、自ら進捗状況の評価・点検を行う。

③評価項目、評価基準を定める等公正さを確保しつつ、業績評価委員会を設置し、研究

職員の業績評価を行い、その結果は研究資源の配分に反映させる。

２ 研究資源の効率的利用

（１）中期目標達成に有効な競争的資金への積極的な応募を支援、奨励し、研究資源の充

実を図る。

（２）研究活性化経費等を活用するなど、研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

（３）施設・機械の特性について広く周知し、さらなる共同利用を進める。

３ 研究支援の効率化および充実・高度化

（１）特許、品種登録等の知的所有権の取得・移転に係る支援態勢を強化する。

（２）農林水産省研究ネットワーク等を活用して、研究情報収集・提供業務の効率化、充

実・強化を図る。

（３）施設、機械等の保守管理については、業務の性格に応じて外部委託に努める。

４ 連携、協力の促進

（１）他の独立行政法人との連携、協力

①他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、研究目標の共有、共同研究、人事交流

を含めた連携、協力を積極的に行う。また、独立行政法人農業技術研究機構が行う多

様な専門知識を融合した総合研究に必要に応じて協力する。

②ジーンバンク事業等の他の独立行政法人との連携・協力を必要とする業務について

は、そのための連絡調整を緊密に行う。

（２）産学官の連携、協力

①国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機関等との共同研究及び研究者の交流等を

積極的に推進する。

②研究を効率的に推進するため、行政との連携を図る。

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

④国の助成により公立機関等が実施する研究等への協力を行う。

⑤関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、研究推進のための会議を

開催し、相互の連携・協力のあり方等につき意見交換等を行う。

５ 管理事務業務の効率化
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前年度に引き続き事務の簡素化と迅速化を進めるとともに、管理事務費の軽減に努め

る。また、事務処理の一元化を図る。

６ 職員の資質向上

（１）業務上必要な各種の研修に職員を積極的に参加させるほか、必要な研修を実施し、

職員の資質向上に努める。また、業務上必要な資格取得を支援する。

（２）各種制度を積極的に活用し、職員の在外研究の機会の増加に努める。

（３）博士号の取得を奨励し、適切な指導を行う。
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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：残る少数の物理ギャップ領域に関しては 引き続きこれらを埋める努力を行う

またセントロメアやその周辺の遺伝子や繰り返し配列を解析し、植物セントロメア領域の

機能を推定する。物理地図作成は正確な配列解析に必須だが作業に手間と時間がかかる。

日本晴の完成配列をベースとして、 末端配列を利用した効率的な物理地図作成手法BAC

の開発を行う。

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：完成解読を目指してフェーズ２配列のフェーズ３(完成)への改良を行う。配列

上のギャップはこれを埋めるクローンの配列を解読してつなぎ、精度の低い部分は通常の

以外の手法で解読する。またミスアセンブルの原因となる繰返し配列Big Dye Terminator

領域は熟練した担当者の目による正確なアセンブルと、その裏付けとなる制限酵素切断や

等の実験、およびコンピュータソフトを利用したミスアセンブルのチェックの3つをPCR

組み合わせて正しいアセンブルを行う。第７及び第８染色体の大部分の配列を完成させ、

次の染色体の解析を開始する。

（２）イネ完全長ｃＤＮＡクローン収集とデータベースの構築

①イネ完全長 クローンフェイズ１（３２Ｋ）クローンの解析とデータベース化cDNA

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：公開された後、クローン数の増加に伴うデータのアップデート、対象とするデ

ータベースのアップデートに伴う更新等のメンテを行い、またユーザーからの意見に基づ

く改良を進める。さらに、他のデータベースとのクローンレベルでの情報のリンクを進め

る。

②イネ完全長 クローンフェイズ２ 端読みクローンの解析とデータベース化cDNA

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：15年４月以降提出されたクローンに関して、引き続き解析を行う。新規のクロ

ーンに関しては、マッピング結果からクローンの読み出された （ ）TU Transcriptional Unit

を明らかにし、確保されたイネ遺伝子数を明らかにする。

（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
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担当：ゲノム研究グループ

研究計画：免疫系の制御に関わるブタゲノム上の塩基配列解読とアノテーション及びブタ

データベース等との照合による新規遺伝子探索を行う。引き続き クラスタリンEST EST

グシステムの改善・開発及びブタ 等の塩基配列データベースと検索システムの開発EST

を行う。新たにブタ データベースの構築を行う。 データベースを用いてブタSNP EST

マイクロアレイの作製及びアレイを用いた解析システムの構築を支援し、家畜有用cDNA

遺伝子単離の基盤整備を行う。

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成

担当：ゲノム研究グループ／昆虫生産工学研究グループ

研究計画：フィンガー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BAC

成を完了する。 末端配列データを用いて、フィンガープリント法で得られた コBAC BAC

ンティグの正確さの検証を行う。今までの マーカーを用いたハイブリ法のデータもEST

統合し、高密度遺伝子地図作成を行う。 データベースはカバー率70 を目標とする。EST %

また、 マイクロアレイの拡充を目指す。さらに、全ゲノムのショットガンシーケンEST

シングにより得られたゲノム断片のアセンブルとアノテーションを行う。

カイコ遺伝資源育種素材系統の各種データを加工・整理し、これらの情報をネットワー

ク上で利用できる環境について検討し、さらに、保存系統の地域別蚕品種（中国種）の繭

糸質特性等の量的形質について検討する。塩基配列の解析からユニークなクローンである

ことが判明したものについては分子遺伝地図上へ位置づけ、突然変異等の表現形質で作成

された連関群との統合法を検討し複数の形質マーカーと複数の分子マーカーを用いて統合

を進める。

（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：完成した遺伝子予測プログラムをインターネット上に公開する。また、現在公

motif開中の自動アノテーションシステムの機能の一つであるプロモーター中に見られる

配列を検出するプログラムの改良を図る。現状では予測遺伝子の上流を検索し、 配motif

列が検出された所を全てプロモーター候補とするアルゴリズムであるので、予測遺伝子の

推定機能に関連したシスエレメントを検出する工夫をして、ユーザーがプロモーター候補

を絞り込み易いようにする。

（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／分子遺伝研究グループ

研究計画：イネゲノムデータの効率的な解析技術の開発は、より精度の高いアノテーショ

ンを目指してイネに特化した予測プログラムを複数使用すると共に、新たに公開される予

定のイネ完全長 配列を用いて再度アノテーションを行う。統合データベースにつcDNA

いては、発現遺伝子マーカーを用いた全ゲノムに対するより正確な物理地図を作成し、研

究者の利便性を図る。また引き続き、配列完成を目指して国際コンソーシアム全体のデー
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、 、 。 。 、タ統合 公開 進行状況管理を行う 用語検索支援システムの機能を拡充する またGO

イネゲノム関連用語データベースとの連携を図る。

他品種と日本晴との比較からメチル化サイトの品種間差異を明らかにする。さらに、培

、 。養細胞のゲノムメチレーションを検出し このメチル化座位も染色体上にマッピングする

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

（１）遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

担当：分子遺伝研究グループ／生体高分子研究グループ

研究計画： 1と 2のマッピングを更に進める。 1、 2及び 3も加えた３つの突然Dn ur Dn ur dn

変異体に類似した系統のスクリーニングに努め、それらの同座性検定を行い、遺伝子とア

レールを整理する。紫外線抵抗性 に関しては相補性検定を行う。病斑葉遺伝子に関QTL

しては病斑葉を生じさせる生理的要因を明らかにする。種子幅に関与する についてQTL

QTL QTLは相補性検定による機能証明を行う。節間伸長性に関与する および出穂期関連

については相補性検定による機能証明を行う。光信号と概日時計による開花期制御の分子

機構を解析する。

（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

を進め、遺伝子機能解析システムの充実を図る。また、ミュータントパネルに存在する未

利用の欠失変異の遺伝子機能解析研究への活用を進めることとし、遺伝子機能解析システ

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：ブタ椎骨数・背脂肪厚関連領域のコンティグ間のギャップ接続とゲノム塩基配

BAC列の多型解析を行う また 候補遺伝子の多型解析を行う クローンウシで得られた。 、 。

クローンの染色体上の位置決定と、欠損領域が対応する遺伝子領域かを調べる。導入効率

を高めたインスレーターコンストラクトを用いて、有用遺伝子を動物個体への導入を試み

る。大脳皮質、小脳を採取し、完全長 ライブラリ－を構築するとともに、これまcDNA

でに作製されたライブラリ－を用いて発現解析を進める。他殖性の自然集団における各個

体のハプロタイプ推定および複数の の検出を同時に行うためのマルコフ連鎖モンテQTL

カルロ法を用いた解析手法を開発する。

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
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研究計画： 2近傍領域の コンティグの塩基配列をもとにプローブを作製し、抵抗nsd- BAC

性及び感受性系統間での プロダクトとそれらの塩基配列の比較から抵抗性遺伝子候PCR

補の絞り込みを行う。約１ の距離があるために別々のコンティグとなっているものをcM

繋ぐ努力を行い、コンティグを拡大する。

サブトラクションにより単離された候補クローンの解析を行う。さらに、カイコまたは

培養細胞に候補遺伝子を導入し、その発現によりウイルスに対する抵抗性の変化が判別で

きるような系の構築を試みる。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：従来の アレイから単鎖オリゴアレイシステムに変えてアレイがきちんcDNA

と結果を出すかを検討の後、完全長 プロジェクトで得られたクローンの中から転cDNA

、 。写制御遺伝子等に着目し 網羅的な解析をマイクロアレイシステムを利用しながら進める

（５）タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究

担当：分子遺伝研究グループ／生理機能研究グループ／遺伝資源研究グループ

研究計画：14年度観察を行ったタバコ及びイネでの過敏感反応における細胞学的観察をさ

らに電顕レベルで進める。また、そのときの微細構造の変化と細菌の動態との関係をも明

らかにする。

結合タンパク質の解析を進め、これらの遺伝子の単離を試みる。さらにこの遺伝CaM

子産物を大腸菌内で発現させ、その特性を調べたり、 の機能解析を形質転換体等をWRK

用いて進展させるなど、耐病性の機構解析を行う。また、イネを用いた耐病性解析系を確

立する。

②葉等の形態形成機構の解析

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：葉の形態形成変異株において マイクロアレイなどの方法を用いて野生cDNA

株に対して発現量の増大した遺伝子や減少した遺伝子を探索する。また発現量に差のあっ

た遺伝子の植物ホルモン応答性についても検討する。同時に、アクチベーションタギング

により得られた擬似病斑葉変異株について原因遺伝子の同定を試みる。

ナタネミトコンドリア全塩基配列データをもとに、ゲノム構造を解析し、予想される遺

伝子配列の特定とクローニングを行う。

（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／新生物資源創出研究グループ

研究計画：14年度作出したタバコの発現様式の調査を行う。同時にタバコでの結果を踏ま

え、ウリ科作物に応用する。

転写型ジーンサイレンシングに関与するイネ 1遺伝子を同定・単離する。 にMOM RNAi
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よるノックアウト個体作成のためのベクターを構築する。雑種強勢を示すイネ 1におけF

る メチレーションやヒストン修飾の影響を解析する。DNA

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：シロイヌナズナのエコタイプ , についてメチレーション解析を進めLer WS

メチル化座位の種内変異を明らかにする。イグサ品種の多型解析を進めるとともに本技術

の普及も行う。

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／新生物資源創出研究グループ

研究計画：イネタンパク質の大量解析に関しては、二次元電気泳動によらない二次元クロ

マト法と質量分析計を導入することにより、微量タンパク質やリン酸化タンパク質の可視

化及び配列解析を行い、イネ・プロテオームデータベースを充実させる。ジベレリン・ブ

ラシノステロイド情報伝達系を介して変動する遺伝子群について、リン酸化を介して相互

作用するタンパク質群を検索する。 改変ブラシノライド生合成関連遺伝子を導入したど

んとこいの 3種子を用い特性調査を継続すると同時に、２β水酸化酵素遺伝子導入コシT

ヒカリから有望系統を選抜し、導入遺伝子コピー数の確認と安全性評価を行う。さらに、

節間特異的プロモーターを単離し発現特性を確認する。

作製したライブラリーおよび完全長ライブラリーを用いて親和性タンパク質を単離す

る。モデルタンパク質における親和性クロマト法を用いた同定法が未知タンパク質にも応

用可能か検証する。また、二次元ブルーネイティブ電気泳動である程度の親和性タンパク

、 、 。質の同定はできたので 細胞分画等を行い 質量分析によって微量タンパク質を同定する

これらを総合し、タンパク質ネットワークの構築を開始する。

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

液胞データに加え、他の組織・器官の解析された情報を入力し、さらに タンパク研究計画：

質構造解析情報を追加することで、データの更新ならびにデータの充実化 を図る。本データ

ベースを公開し、利用者からの意見、コメントを受けながら、デ ータベースの見直し、更新

を行う。

（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： 線解析法により構造未知タンパク質の立体構造の決定を行う。完全重水素化X

タンパク質の結晶を作製し、中性子線解析を行い水素原子位置を加えた全立体構造を解明

し、水素・水和構造を含む新しい構造生物学を展開する。
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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：２本鎖 が ウイルス粒子内から粒子外へ移動する機構の考察を構造RNA RDV

レベルで行う。コックスフットモットルウイルス（ ）については、今までに測定しCfMV

た膨大な 線データを処理し、構造解析を開始する。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：解析用蛋白質の公募を続けると同時に、イネ完全長 を有効に活用し、cDNA

さらに多くのターゲット蛋白質を選定する。前年度開発したサブクローニング法を活用し

て効率的な蛋白質試料の解析を行い、立体構造解析蛋白質のストックライブラリーを拡充

。 、 。する 前年度の成果を発展させ より効率的な蛋白質試料の大量発現・精製法を検討する

線結晶解析法と 法を用いて精製蛋白質の立体構造解析を行う。X NMR

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：植物由来のジンクフィンガー( )型転写因子 2 2( 1 44 2)及びZF ZPT - ZF -X -ZF

2 2 複合体について 動的構造解析を行い、 2 2の 認識機構を解明ZPT - /DNA NMR ZPT - DNA

する。得られた結果を動物由来のクラスター 型 結合タンパク質の分子認識機構ZF DNA

と比較検討する。 5 ドメインについて特定した 2認識領域内の残基を選択EL RING finger E

的に置換変異体を作成し、 系を用いた機能の解析と による構造解析をin vitro assay NMR

行い、各残基の機能的役割を解明する。タンパク質のモデル化合物である各種ポリペプチ

ドについて構造転移機構を解析し、水素結合の変換機構を解明する。タンパク質の安定構

造に対する外部環境の影響を検討するために、固体状態の立体構造を固体 法によりNMR

解析し溶液構造と比較検討する。このために必要な固体 実験法も併せて開発する。NMR

（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：低分子化合物の立体構造についてのデータベースを構築する。また、応用のた

めに必要な基礎データとして、計算機的に作成した低分子化合物の構造について、シミュ

レーション材料としての構造の有効性を検証する。

（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： 1 2の特異抗体を調製し 、 処理時におけるタンパクレベルの変動をCIGR / GN GA

明らかにするとともにリン酸化等の修飾を解析する。またアンチセンスや 発現イネRNAi

を作成してその表現型を解析する。エリシターに応答するユビキチンリガーゼ、 5につEL

いてその基質蛋白質の同定を試みる。
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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：通常の強光照射の場合とはメカニズムが異なるとされているストレス条件下で

の 1蛋白質損傷について、その分子機構の解析を行う。D

低温に強いホウレンソウの 1プロセシング酵素をラン藻に導入し、低温での光阻害がD

。 、 （ 、 、緩和されるかを検討する また 14年度に作出した変異酵素の酵素学的解析 Km Vmax

至適 等）を継続して行う。pH

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：野生型にくらべ胚軸が長くなるアラビドプシスの突然変異体（ ）の胚軸伸lhr

長について、遺伝子の発現と明暗の関係を調べる。原因候補遺伝子について、 変異がcds

みられなかったので、5 , 3転写領域の変異の有無を調べる。同時に精密マッピングによ’ ’

る遺伝学的同定を行う。野生型にくらべ胚軸が短くなる変異体（ 2)の原因遺伝子の同pig

。 、定も進める 作出した 1525ならびに 0055に関する形質転換イネの 1世代を用いてRA CK T

表現型解析を行い、これら遺伝子産物の機能推定を試みる。

フィトクロム のシグナル伝達系の構成要素を同定する目的で、酵母 解析A two-hybrid

法を用いて、フィトクロム ならびに光シグナル伝達系の構成因子と相互作用するタンA

パク質の単離を網羅的に行う。

（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植物の物質代謝に関与する遺伝子群の解析と制御機構の解明

担当：生理機能研究グループ

研究計画： を高発現する形質転換ハッサクモチのホモ系統を選抜し、得られたホモPEPC

系統の酸性土壌耐性の検定を行う。アルミニウム存在下での根端の伸長速度を調べてアル

ミニウム耐性を検討するとともに、リン酸欠乏土壌での生長解析を行う。

光合成型の変換程度の異なる３種のエレオカリス、特に と のE baldwinii E retroflexa. .
光呼吸特性を解析し、これらの植物における光呼吸の調節制御機構の全体像を明らかにす

る。また、 3 4中間植物における光呼吸の抑制機構を明らかにするために、アブラナ科C -C

の 3 4中間植物と 3植物から作出したゲノム構成が異なる交雑植物について、光呼吸C -C C

に関わるオルガネラ形質の遺伝性を解析する。

②イネにおける光合成産物の転流に関与する遺伝子群の単離とその機能解析

担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネの転流機構の遺伝・生理学的解析では、 マーカー等による 領CAPS QTL

域の矮小化と機能研究を行い、 6の候補遺伝子を絞り込む。tw

ミュータントパネルを用いて３種類の 遺伝子、４種類のβサブユニット遺伝子のOSK

突然変異体の検索を継続し、得られた突然変異体を用いてそれらの機能を解析する。
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（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：枝分かれを制御する についてアラビドプシスのホモログを見出し、ノックLIF

アウト変異体または形質転換体を用いて機能および発現の解析を行う。また、マイクロア

レイ実験を継続し、 の標的遺伝子の同定を目指す。 3遺伝子の部分配列の導入LIF pMADS

によって引き起こされる 3遺伝子発現のエピジェネティックな発現制御の分子機pMADS

構解明に着手する。イネの 遺伝子についてミュータントパネルから挿入変異体を選抜ZF

し、形態形成における機能の探索を試みる。

（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

研究計画：オーキシン以外の植物ホルモンにおける受容体解明に用いられてきた変異体解

析手法では未だにオーキシン受容体遺伝子の同定がなされていないことから、前年度に引

続き、アジド化 1等を用いた生化学的手法により原形質膜オーキシン受容体の同定等ABP

に取り組み、細胞分裂と細胞伸長における重要な調節ホルモンであるオーキシンの情報伝

達機構の解明を目指す。

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：14年度の成果に基づき 1の発現制御に関わる遺伝子の解析及び 1PECAM- SSEA-

との関連を検討する。すなわち、 1陽性・ 1陽性、 1陽性・ 1陰PECAM- SSEA- PECAM- SSEA-

性、 1陰性・ 1陰性の３分画の細胞について抗体アレイや マイクロアPECAM- SSEA- DNA

レイによる発現タンパク質や遺伝子の網羅的解析を行う。また、 による細胞表面マFCM

ーカーのスクリーニングを引き続き実施していく。分画細胞の分化・発生能の評価では、

各分画の細胞をドナー細胞とした核移植を行い、得られた産子の形質を解析する。また、

これらの分画の細胞について のメチル化やヒストンの修飾について検討する。さらDNA

に、新たな細胞表面マーカーのスクリーニングにおいて、キメラ胚の作出と解析を引き続

き実施する。

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-

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：ブタインシュリン受容体遺伝子のクローニングを完成させ、品種間の多型解析

。 、 、を行う また ニワトリミトコンドリア の 領域を利用した品種識別についてDNA d-loop

実用可能かどうか、キメラニワトリより採取したサンプルで解析する。一方で、 遺GFP

伝子を導入したニワトリ個体について、生殖細胞あるいは胚を採取し導入遺伝子の存在を
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調べる。さらに、胚盤葉細胞の長期培養と効率的な遺伝子導入法の開発に引き続き取り組

む。

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：核移植に用いる卵子は、ホルモン処理を施した豚より直接に得ていたが、充分

な卵子数が確保できない場合がある。そこで15年度は、体外成熟卵子を用いた核移植に関

して検討する。そのため、高い発生率が望める豚未成熟卵子の成熟培養・活性化およびク

ローン胚の発生培養方法を確立する。また、 の発現が確認された体細胞クローン胚eGFP

をレシピエントに移植して形質転換豚の作成を試みる。

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：胎盤栄養膜細胞の細胞譜系及び分化過程の制御要因について検討する。特に、

1細胞を用い種々の異なるサイトカインや培養基質条件下で細胞分化を誘導し、このBT-

時に発現する遺伝子やタンパク質のプロファイルをウシ子宮・胎盤 マイクロアレcDNA

イや二次元電気泳動法などによって実施する。また、 ファミリー分子の胎盤栄養膜TGFb

細胞の分化・増殖における役割を検討する。

（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：樹立したウシ肝臓由来細胞株のアルブミン分泌能の有無について検討する。ま

た、コラーゲンゲル薄膜に間充織モデルや上皮間充織モデルを再構築する三次元培養法を

検討する。

ウシ骨髄より樹立した間充織細胞株について脂肪分化を解析する。

胎児や新生児の全身切片や各種成熟臓器の切片上でマウス 細胞を培養して組織切片ES

の局所的な分化誘導能を検討する。

②発育、成熟等に関与する因子の探索および同定

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ遺伝子インプリンティングに関して、さらに遺伝子を増やして検討する。

ウシプリオン遺伝子について、東南アジア及び韓国在来牛について塩基配列を決定する。

ブタ 遺伝子について、 4ファミリーの分子種について検討する。 7発現と硝CYP CYP CYP

酸鉛の関係についてはとりまとめる。ブタ 1遺伝子について、エキソン14に11塩基欠Mx

損を持つものと野生型のものとの生存率比較解析を外国も含めた複数の養豚場所について

行う。

（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
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、 、 、研究計画：ブタ ウシを用いて 視床下部からの成長調節因子の分泌動態と分泌調節機構

第３脳室からの生理活性物質分泌動態とストレスの影響を解析するとともに、におい受容

に伴う海馬の電位変化の解析とにおい条件付けを行う。

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：前年度明らかにしたシバヤギにおけるグルコースの繁殖制御中枢に対する作用

に関し、その脳内の作用機序を検討するとともに、グルコース以外の代謝基質について、

栄養状態を繁殖制御中枢に伝えるシグナルとしての役割を担っているかどうかを解析す

る。また、シバヤギの妊娠90日前後の胎児から鋤鼻器官を取り出しその培養方法を検討す

るとともに、フェロモン情報の脳内伝達経路をさらに詳細に解析する。

（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：カイコでは、さらに長い 断片を含む形質転換ベクターを作成し発現をBmVLG

調べる。カブラハバチの形質転換系を用いて、単離した性決定関連遺伝子の機能解析を行

なう。ヤマトヒメミミズから単離した再生期特異的遺伝子の構造・機能等を解析する。

型抗菌ペプチドの細菌による誘導の分子機構の解明を試みる。ASABF

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／生体高分子研究グループ

研究計画：数種のＪＨ結合タンパクのリガンド結合の立体特性を各種分光分析法により解

析する。 が直接 を介する信号伝達系を活性化する機構を解明する。蛹化特異的遺E cAMP

伝子の転写開始点上流部への の結合と遺伝子発現に与える の影響を調べる。BR-C BR-C

と の結合を などの方法で調べる。EGFR BmPP Biacore

カイコの全組織についての質量分析を進めると同時に、その結果のデータベース化を進

める。ＴＯＦ－ＭＳ装置を利用し、より微量なタンパク質の同定を進める。

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：新生細胞や分裂中の細胞の挙動を、光学顕微鏡による観察だけでなく共焦点レ

ーザー顕微鏡などを用いて、立体的な細胞の位置関係を探る。加えて、細胞増殖を免疫染

色によって検討する。また、細胞増殖に関わる遺伝子をクローニングし、コブ蚕における

異常増殖に関連した遺伝子をスクリーニングする。
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（５）フィブロイン遺伝子、尿酸合成等に関わる生理機能に関係する遺伝子等の単離とそ

の機能および多様性の解析

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画： ３系統の間性形質について遺伝分析を行い、間性化をもたらす突然変異のIsx-

所属連関群を検索する。また、新規の マーカーを作成するとともに、検出手法の改SNP

良を試みる。

第６連関群所属のホメオティック突然変異のうち、 、 、 、 の配列順序にEMu ENc EAl Nc

ついて３点実験により検討する。新規突然変異である清水褐卵についても遺伝学的解析を

行い、所属連関群を決定する。

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：絹糸昆虫ゲノム進化機構に関連し、カイコガ、ヤママユガ科以外の鱗翅目昆虫

のミトコンドリアゲノムの構造決定を行う。さらに、カイコ特異的トランスポゾンの可能

性の高い のトランスポゼース供与体の特定を進める。昆虫の遺伝的多様性についorgandy

て、半翅目および双翅目昆虫の核および核外遺伝子の 塩基配列の比較解析を行い、DNA

これに基づく分子進化系統樹を作成する。半翅目の薬剤抵抗性については、カルボキシル

エステラーゼ遺伝子の増幅およびその単位について、トビイロウンカ以外の半翅目昆虫で

解析をする。

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：尿酸の合成異常か蓄積異常か不明な油蚕変異系統の中からキサンチン脱水素酵

素活性欠損によるものを探索し、モリブデン補酵素合成系遺伝子との関連を調べ、その原

因遺伝子を同定する。キイロショウジョウバエの を材料に の野生型およびTv neuron EcR

変異型アイソフォームを過剰発現させ、その影響を観察する。また、脱皮ホルモンのシグ

ナルを遮断しその影響を見るため、エクジステロイドを修飾、不活化する酵素の遺伝子を

持つ系統の作出を行う。 法の改良を行い、各組織、発生段階のゲノム のメチPAM DNA

、 。ル化パターンの変化を詳細に検討し 修飾にメチル化変化のあった 領域を解析する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

担当：生体機能研究グループ

研究計画：多点記録法および細胞内記録法による触角葉神経細胞の活動電位の同時観察を

試み、複数の出力神経細胞の匂い応答の時間的相互関係を調べる。光学的計測法および細

胞内記録法による同時観察を試み、匂い刺激に対する触角葉の糸球体群活動と単一神経細

胞応答との時間的・空間的な相互関係を調べる。
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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：得られた遺伝子の解析を進め、味覚系との関係を調べるとともに、味覚関連の

新規遺伝子・タンパク質の単離・解析を行う。味覚受容に関わるイオンチャンネル等の性

質を調べるための生理的な解析を行う。咀嚼・飲み込み運動のパターン形成に関わる神経

機構を調べ、味覚との関係を明らかにするとともに、生体アミンと摂食行動との関連を調

べる。新規試薬を用いた高純度の光学異性体の作成、光親和性標識試薬の開発を進める。

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

眠等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明

①ペプチド等化学物質の生理的役割に着目したバッタ等の体色制御機構および甲虫等の休

眠・繁殖・耐寒性等の解明

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ドウガネブイブイの脳の抽出物に化学的操作をおこない、休眠幼虫に投与して

休眠における脳の役割を検討する。ネムリユスリカ乾燥休眠誘導に関与する因子の特定を

行なう。チャバネアオカメムシでは、卵吸収における、ろ胞細胞の役割を更に詳しく検討

し、バッタではコラゾニンの形態形成への影響を更に詳しく調べる。

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：オルニチン等の血中アミノ酸の濃度調節機構の解明を進める。

タンパクの機能の解析を酵母突然変異体を用いた逆遺伝学的手法により進める。BmSut

カイコとエリサンの虫体におけるステロールの存在様式の差異について検討を進める。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

（１）環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

①塩ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネ液胞膜型 アンチポーター遺伝子群の機能解析を進めるとともに、Na /H+ +

1のプロモーター解析を行う。また、マングローブよりクローニングされた細胞膜OsNHX

型 アンチポーター遺伝子の構造と機能を進める。イネ、塩生植物などにおける塩スNa /H+ +

トレスによるカチオンおよびアニオン含量の変動を測定し、関与するイオン輸送体を推定

し、細胞内イオンバランス調節機構を解析する。

②環境・病傷害ストレスによる植物細胞の二次代謝誘導とシアン耐性呼吸の役割の解明

担当：生理機能研究グループ

研究計画：形質転換イネの培養細胞を用いて、サリチル酸によって 発現を誘導するGUS

条件を決定し、 プロモーターのシスエレメントの解析を進める。また、サリチル酸AOX

以外に プロモーターを活性化する条件（ストレス）を探索する。 の発現と細AOX AOX

胞質酸性化が同時に起きる環境ストレス下でのシアン耐性呼吸阻害剤の影響を調べる。オ

シロイバナ根から精製した の性質の解析を行う。また、シロイヌナズナ根からのGBGP
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の精製法を確立する。GBGP

（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： , , の二重、三重突然変異体の開花時期を比較して、phyA/B phyB/C phyA/B/C

３種類のフィトクロムからのシグナルが開花時期の決定の過程でどのように相互作用して

いるかを解析する。

突然変異体を用いた子葉鞘伸長のキネティクスの実験から、フィトクロムを介した光シ

グナルが、いつ、どの部位で細胞伸長に影響を与えているかを明らかにしつつある。この

データを基に、サンプリングの時間と部位をより厳密に限定することによって、特異的な

シグナルが増幅できると考えている。このような系をマイクロアレイに適用して、フィト

クロムによる光受容から細胞伸長阻害に至るシグナルの流れを明らかにする。

（３）植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

①植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

担当：生理機能研究グループ／遺伝資源研究グループ

研究計画：抵抗性遺伝子近傍のゲノム変動がいかなる機構によりもたらされるかを、その

変動の実態の解析と変異原によるストレス分析等で解明を試みる。また、 2遺伝子のPi-ta

単離をこの領域の抵抗性遺伝子アナログの相補性試験とこの領域の物理地図の充実により

試みる。

オオムギ ライブラリーを３次元展開も完成させてオオムギのゲノム分析の世界標BAC

準として、公開の体制を取る。一方、オオムギ赤かび病の各 を分離して 2分析を行QTL F

い、より精密な位置の分析を行う。

（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： 40などいくつかの興味ある 遺伝子と、 アレイ解析によっENOD nodulin cDNA

て見いだされた新規の根粒特異的遺伝子について、前年度開発した効率的な サイレRNA

ンシング法を用いた機能解析を行う。

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

開発

①ミヤコグサにおける共生関連遺伝子群のクローニングと機能解析

担当：生理機能研究グループ

研究計画： 、 を毛状根形質転換によって根粒形成ミュータントに導入GFP-tubulin GFP-ER

し、 ファクター応答を解析する。ミヤコグサの再生個体由来の突然変異体の表現型解Nod

、 、 。析 およびラフマッピングを完了し 原因遺伝子のクローニングのための基盤を確立する

ミヤコグサの粒形成変異体 70と71について独自のゲノムライブラリーを用いて近LJSym

傍のマーカーを開発し周辺の物理地図を完成させると共に、遺伝学的データにより絞り込
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まれた原因遺伝子領域の配列を解読し、候補となる遺伝子を探索する。また領域の一部を

植物に導入して相補性検定を行い、遺伝子領域を更に絞り込んで原因遺伝子の同定を目指

す。

（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については、合成が困難な成分の合成にチャレンジする

とともに､野外における活性の評価を試みる。アリ類については、社会寄生者が巣仲間認

識機構を打破する仕組の解明を試みる。また、ゴマダラカミキリの配偶行動解発因解明に

関しては､接触性フェロモン物質の解明を進めるとともに､誘引活性成分の分離を試みる。

そのほか､種々昆虫の行動制御因解明を進める。

②植食昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確立と検索

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ツマグロヨコバイ唾液腺に由来するラッカーゼを電気泳動により精製して、ア

、 。ミノ酸配列を調べるとともに 唾液腺のβ－グリコシダーゼの特性について明らかにする

ブタクサハムシの摂食刺激活性画分に含まれるカフェー酸誘導体を同定する。また、同

定された数種の摂食刺激物質について他のキク科植物中における含有量を調べる。

スクリーニングで発見された毒植物の有効成分の同定および乳液中の昆虫毒性タンパク

の探索を行う。

（７）トビイロウンカ共生微生物等の系統解析および共生関連遺伝子の解析と昆虫・植物

循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

①トビイロウンカ共生微生物等の系統解析および共生関連遺伝子の解析

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：トビイロウンカの組織特異的な遺伝子を解析する。

サヤタマバエ類の共生菌類の調査と，ウォルバキア細菌増殖に関係する宿主遺伝子を解

析する。

甲虫（カブトムシ，カミキリ）類のセルラーゼ解析と，改変シロアリセルラーゼを選抜

する。

構造モデルの修正， に結合する蛋白質の探索と， 類似構造を形成しうIRES IRES IRES

る遺伝子を探索する。

②昆虫腸内細菌に着目した昆虫・植物循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ファイトプラズマについては、人工培養法の検討を続けると共に、３種の昆虫

の同微生物の媒介性などを検討する。ウォルバキアについては、各種クワ吸汁昆虫由来株

DNAの系統解析を進める。昆虫腸内微生物の定着・増殖関連因子については、引き続き

断片の塩基配列の決定と定着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
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菌については、新たに見い出された昆虫分離細菌の各種昆虫の腸内における定着・増殖能

を調べる。

（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：微胞子虫に対するカイコの感染抵抗性について検討するとともに、微胞子虫の

抗原虫剤に対する感受性を調べる。

が囲食膜を崩壊させるメカニズムの詳細について生化学的方法等で解析する。spindle

カイコの持つ 菌 1 型毒素抵抗性遺伝子究明のため、感受性と抵抗性の蚕品種間Bt Cry Ab

で中腸細胞の形質等を比較する。カイコの 抵抗性遺伝子究明のため、感受B brongniartii.
性および抵抗性を示した蚕品種に選抜圧をかけ、それぞれの形質の純化を図る。

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：新たに分離同定されたクワ暗斑病菌 が生産する生理活Myrothecium verrucaria

性物質の各種植物や微生物に対する毒性、抗菌性等の生理作用について明らかにする。

（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

遺伝子の機能解析

担当：生体防御研究グループ

研究計画：抗ウシ 34モノクローナル抗体を用いてウシ造血系細胞の解析を行う。マクCD

ロファージや樹状細胞株を樹立しリンパ球との共培養系を作出する。抑制性 細胞に対T

する自然免疫シグナルの役割を解析する。ウシ 3の遺伝子多型の集団遺伝学的MHCDRB

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 タンパク質と相互作用する新規転写因子の同定を行う。昆虫のウイRel

ルスに対する生体防御機構を解明する。抗菌性タンパク質の改変による活性の高いペプチ

ドの開発と生理作用を明らかにする。新規抗ぺプチドの三次元構造を明らかにする。

Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発

１）遺伝子組換えによる機能性作物等新生物資源の開発

（１） 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
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担当：生理機能研究グループ

PPDK PEPC+PPDK C NADP-ME C研究計画： 含量の低い イネにイネ 3型 あるいはモロコシ

4型 遺伝子を導入する。また、イネ 3型 とモロコシ 4型NADP-MDH C NADP-ME C

を併せ持つプラスミドの導入も試みる。NADP-MDH

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：引き続き茎特異的プロモーター単離に取組み、 を選抜マーカーとする新ALS

規ベクターを構築して、既存特許を回避した組換え体を作出する。

（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／生理機能研究グループ

研究計画：放線菌キチナーゼ（ )遺伝子導入イネ後代のいもち病抵抗性、キチナーゼChiC

発現特性を解析する。 遺伝子を液胞蓄積型に改変後イネに導入し、遺伝子発現量及ChiC

び抵抗性の関係を調べる。

イネチオニンプロモーターの発現特性を検証する。エンバクチオニン（ 1)プロモAsthi

ーターを単離する。

② 遺伝子を用いた酸性土壌耐性ダイズおよびムギ類の作出PEPC

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：オオムギでは、 、 1及びキチナーゼ等遺伝子の導入と、 1世代での遺PEPC VP T

伝子発現を確認する。また、得られた形質転換体の酸性土壌耐性及び赤かび病耐性を調べ

embryogenic callusる。ムギ類の形質転換効率向上のための条件を検討する。ダイズでは、

の形質転換条件を検討する。高感染性アグロバクテリウムの系統探索を行い、適当な系統

がない場合はパーティクルガンの利用も考える。

③環境ストレス耐性機能を強化した組換え個体の開発

担当：生理機能研究グループ

研究計画： 2 3の挿入変異体の自殖および戻し交配を行ってホモ挿入変異体を選抜すZPT -

る。また、これらのノックアウト変異体または過剰発現形質転換体のペチュニアについて

低温、乾燥、重金属およびカビ感染に対する耐性について検定し、 2 3のストレス応ZPT -

答における機能を解析する。また、 2 3をアラビドプシスに導入して過剰発現する形ZPT -

質転換体を作出し、マイクロアレイによる標的遺伝子の探索に着手する。

（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

研究計画： 1のターゲット遺伝子を前年度得た材料で解析する。 1 1 , 3 4の種RISBZ A aB b A B

子中での存在様式を免疫電顕で観察するとともに、材料のホモ化を進める。7 蓄積量crp

をさらに高めるプロモーターを選択する。インスリン促進ペプチド（ 1)の遺伝子をGLP-
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導入する。フェリチン高発現系統の固定化と新規作出系統との交配を行う。

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においては、最終候補系

DNA QTL統を栽培し、置換染色体を マーカーにより確認する。穂発芽抵抗性に関与する

については、候補遺伝子の形質転換体を作出する。収量性関連遺伝子のマーカー選抜につ

、 、 。いては 準同質遺伝子系統の作出を継続するとともに 集積系統作出のための交雑を行う

また、置換系統群を利用して、着粒数や穂長等に関与する新たな遺伝子座を検出する。

（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：各家系の育成条件等を考慮に入れることにより、統合家系をもとにして東洋系

と西洋系の差を検出しうる統計モデルを開発し、複数家系を用いた 解析法を確立すQTL

る。５家系からなる統合家系を用いて、椎骨数 の詳細な解析を行う。QTL

肉色等に関わる猪ゲノム領域を大ヨークシャーに導入するため マーカーを用いてDNA

2の生産と選抜を行う。金華豚／デュロック交雑家系の 解析を行い、その結果をBC QTL

用いて マーカーによる選抜試験、導入試験を行う。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：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：カイコのＢＴ毒素に対する抵抗性は前年度に遺伝子解析を行った系統以外でも

見出されている。そこで、他の系統の抵抗性が前年度に同定した遺伝子と同じか否かを検

討し、異なる場合にはそれらの遺伝子の連関検索とマッピングを進める。また、沢Ｊ系統

が持つ食性異常の遺伝子が第３,９連関群に所属することを明らかにしたので、これら遺

伝子座位の決定とマーカーの開発を進める。さらに、同一染色体上にあり、ジェﾉタイプ

により識別できるマーカーが交雑育成過程においても有効であるか否かを 1を用いてNid-

検討する。

３）放射線利用技術の開発

（１）各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応および変異率の比較

担当：放射線育種場

研究計画：ソバについては重イオンビームの変異誘発効果について明らかにする。また、

これまで得られた変異体の特性について調査する。サトウキビについては イオンとガHe

ンマ線で誘発された無毛変異体の栄養系統次世代において、形質発現の安定性や無毛変異

と量的形質との関連性を調べると共に、 イオンとガンマ線の効果の違いを検定する。He
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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：イオンビームの効率的な変異誘発技術の開発については， 320 炭素イオMeV

ンの変異誘発効果を明らかにする。サトウキビについては と経済品種との交配にBadila F

より育種素材化を進めると共に、染色体の伝達について検証を進める。 などの高貴Parsel

種において開花性の育種素材を選抜する。

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：果樹のイオンビームによる突然変異誘発効果を解析する。果樹において効率的

な形質転換技術の開発に取り組む。難培養性果樹の培養系・再分化系の開発に取り組む。

リンゴ低樹高突然変異素材の誘発・選抜を継続して行う。チャおよびクワの突然変異誘発

のための適正な放射線照射条件を検討し変異体の選抜に取り組む。

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：抗酸化能の選抜効果とガンマ線の累代照射の効果を確認する。さらに今年度も

引き続き選抜を進める。ポリフェノール酸化酵素活性の簡易測定法開発とガンマ線等放射

線照射個体からの突然変異体の選抜に取り組む。チャ成分突然変異体の選抜方法について

精度・効率の向上を図る。成分突然変異体の選抜を開始する。

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

出

①木本性作物の耐病性突然変異体の誘発・選抜技術の開発と素材作出

担当：放射線育種場

研究計画：リンゴ品種「印度」の斑点落葉病耐病性突然変異体の果実形質等の安定度を反

復調査する 「スターキング 「ふじ」等の斑点落葉病耐病性選抜個体の素材化に取り組。 」、

む。チャ炭疽病抵抗性検定を実施し抵抗性素材の選抜を目指す。試料の状態に応じた検定

法の開発を図る。ナシの黒斑病耐病性変異の誘発、感受性の要因解析に取り組む。突然変

異体のキメラ構造解消方法等基礎的技術開発を継続する。

（３）イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析

①グルテリン突然変異体の原因遺伝子の単離と機能解析

担当：放射線育種場

研究計画： 1の候補領域を形質転換法により野生型イネに導入し、 1の表現型を付Lgc Lgc

与出来るかどうかを確認する。また、他の種子貯蔵タンパク質に関しても研究を進める。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開発および単離

担当：放射線育種場

研究計画：原品種の異なる低アミロース突然変異系統について異なる温度条件下で登熟し
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た場合について、その温度反応を調査する。

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：タンパク質輸送におけるゴルジ体の機能を解析する。液胞移行シグナルの必要

アミノ酸配列を決める。改変オボキニン導入イネの世代を進め固定化する。発現特異性、

導入遺伝子数を調べ、十分量の材料が得られればラット給餌試験を行う。腸管粘膜免疫シ

ステムを利用した経口ペプチドワクチン米の開発に着手する。ホルデイン遺伝子に改変オ

ボキニン遺伝子を挿入し、パーテイクルガンによる遺伝子導入を行う。

（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

研究計画：カイコ幼虫ウイルス感染に関して，ニッコーマイシン とポリオキシン水和Z

剤の作用機作を解明する。幼虫体液の回収について，水槽内の溶液（体液抽出液）濃度を

非破壊・非接触で測定するため分光・光学的手法を用いた計測システムを構築する。カイ

コの自動飼育に関して，ロボットアームの自立運転を図るため，画像処理装置によって計

測されたカイコの位置，傾斜方向等の情報に基づき，運転制御用パソコンからロボットコ

ントローラへの制御信号出力を可能とする計測制御プログラムを開発する。永続幼虫、蛹

における有用タンパクの発現効率をより詳細に解析する。カイコ品種間における発現効率

の違いを検討する。

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：引き続き交雑・育苗を実施するが、育成目標を高生産性桑系統の作出に絞り込

み、有望系統「本95－22」の弱点とみられる桑萎縮病の抵抗性付与をねらった組合せを重

点的に行う。個体選抜及び系統選抜については従来どおり継続して実施する。

２）生体機能模倣技術の開発

（１）化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

①化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：リポソームの固相担体表面への固定化技術を検討する。具体的にはガラス表面

へ形成したハイドロゲル相への固定化あるいは自己組織化膜上への固定化法を検討する。

に固定化したガラクトース残基の機能評価を行うため、タンパク質ヒマレクチンとSF

との分子認識相互作用を調べる。14年度に試作した を改良し、脂質Lac-CY-SF MOSFET

２重膜を のゲート上に固定する技術を確立する。FET



－ 22 －

（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：飼育条件、品種別特性などを変え、引き続き体積変動を検討する。低温麻酔し

たカイコを一匹ずつ分離する装置の開発など体液採取装置の改善を進める。試作した変形

コルピッツ発信回路をマイクロ電極等と組み合わせた形での信号記録を試みる。また、無

線以外の信号計測法に関しても検討する。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発

（１）ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ヒメハナカメムシのマイクロサテライトマーカーについては、より効率的なマ

、 、 、ーカーを作成し 解析できる遺伝子座の数を増やすと共に 野外個体群間の遺伝的多様性

遺伝子交流の程度を調査する。ヒメハナカメムシ市販系統の休眠性、土着個体群との交雑

による休眠性の変化を明らかにする。ケナガカブリダニの匂い応答性の異なる系統を選抜

実験で作出し、遺伝様式を明らかにし、また を用いて、個体群内の多型解析isogenic line

を行う。カブリダニの種内系統解析を行うため、 塩基配列の種内比較を行う。rDNA

（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： 2 6以外の 450導入個体で残留農薬試験を行う。隔離圃場を含む安全性評CYP B P

価試験を継続する。導入 450遺伝子のコピー数の少ない系統を用い、複数遺伝子を交配P

により集積してもサイレンシングを起こさない形質転換体を得る。

４）新素材および新蚕糸技術の開発

（１）セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発および飼育技術の開発

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成および飼育技術の開発

担当：昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：桑側芽再発能の温度感受性と枝条長との関係や桑品種と極細繊度蚕品種繭糸質

との関係を解明する。フラボノイドやカロチノイドを分泌するセリシン蚕等繭糸質に特徴

ある蚕品種の育成とその利用法の追求、原蚕種の受精卵の２カ年保存法の検討、蚕品種の

抗菌活性等の特性調査を行うとともに、 法によるゲノム断片のマッピッング、 繭糸FISH

質と食性に関わる分子マーカーの開発を進める。また、蚕育種素材の収集、保存と特性調

査、濃核病耐性遺伝子の座位決定、限性形質を利用した転座系統の遺伝的解析を行う。さ

らに、産卵特性と飼料適合性に着目した品種選抜、繭糸特性の品種間差異の解明及び多様

なニーズに対応した育種新素材の開発を進める。

（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
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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：ミクロスフェア粒径の均一化およびミクロスフェアと薬物の複合化を検討す

。 。 、る 超臨界二酸化炭素法のキチン精製への適用を試みる 絹タンパク質生分解時における

試料の機械的特性ならびに微細構造の変化を解析する。

（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：14年度に試作した絹粉末含有合成繊維による不織布の改良を行う。絹タンパク

d mRNAにおける細胞生育促進部位の特定を進める。絹糸腺よりセリシン をコードする

を抽出し、アミノ酸配列を決定する。生体条件により近い電子顕微鏡の試料固定法を検討

する。平面膜におけるタンパク質と分子の揺らぎについて引き続き検討する。絹スポンジ

微細構造の解析と構造制御法を検討する。

（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

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫由来色素とクリキュラ繭の色素によるそれぞれの染色布の食害の相違につ

いてその原因分析を行う。さらに、各種加工処理した蛋白質繊維に対する繊維害虫の食害

性の検討及びタンニン、カテキンの染色利用法について検討を進める。

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：セリシンの構造特性解析と、種々の修飾セリシンの作出並びにこれらの物理化

。 、学的特性について検討する 平面シルクによる介護用等保健衛生用資材の作出法の検討と

シルクの立体加工法として人工血管に適用する繭糸管の作製法についてさらに検討を加え

る。また、極細で高品質な生糸繰糸技術の開発と細繊度生糸による素材の抗菌処理等の加

工技術の検討及び太繊度で伸縮・嵩高性に富むシルク素材を開発しカジュアル面への用途

展開を図る。

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

研究計画：継続してオルガネラ遺伝子の塩基配列および核ゲノム配列の遺伝子座に基づい

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。また、遺伝子単離に向け、オオムギ小穂脱落性遺伝子の高密度連鎖地図作成を進め
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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：14年度までに終了したイネ白葉枯病菌のゲノム解析結果をもとに、病原性に関

連する遺伝子群について網羅的解析と標的を絞った解析の２つの手法によりプロファイリ

ORF DNA HrpXングを行う 前者では 全 を対象とした アレイ解析に着手し 後者では。 、 、 、

の制御下におかれると推定される遺伝子群を対象とした解析を行う。これらの解析によっ

、 、 。 、て得られる病原性候補遺伝子については 遺伝子破壊を行い その機能解析を行う また

ゲノム情報のデータベースを構築し、公開用システムの開発に着手する。

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解析

担当：遺伝資源研究グループ

、 、研究計画：糸状菌については アルゼンチン及び米国産のダイズ突然死症原因菌について

国際植物学命名規約に基づく新種設立の手続きを行うと共に、ブラジル産ダイズ突然死症

原因菌を材料に加え、分子系統学的並びに形態学的比較解析を行う。細菌については、キ

、 、サントモナス属細菌等を用いて より詳細に系統解析を行うため菌株数を増やすとともに

新たな遺伝子を加えて検討する。

（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： マーカーのゲノム分布を明らかにするために、14年度育成した栽培種とSSR

野生種の雑種集団を用いて、14年度作成した マーカーをマップする。また、これまSSR

でにマーカーを作成しなかった170種類の配列のマーカー化を行う。一方、複合型集団内

にみられた多数の対立遺伝子の由来を推定するために14年度新たに収集した複合型集団の

周囲に分布する野生型集団、栽培種、在来種の解析を行う。

②遺伝資源情報を利用した特性評価法と遺伝資源集団の多様性維持理論の構築

担当：遺伝資源研究グループ

。 、研究計画：マイクロアレイ画像のスポット形状と測定誤差間の因果関係を検討する また

近交退化が起こりやすい形質（主として繁殖形質）に対して改良を加えると同時に、遺伝

資源集団の特性や多様性を損なうことなく集団を維持する方法について理論的な検討を行

う。一方、野生種等の を導入する場合、利用効果の高い の選定方法について検QTL QTL

討を開始する。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能および重複遺伝子等の機能の多様性解析

①イネ属植物等における遺伝子ファミリーの機能の多様性の解析

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネカタラーゼ遺伝子が病原菌感染や傷害によって転写量を制御する領域につ
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いて明らかにする為に、部分欠失させたカタラーゼ遺伝子上流配列とレポーター遺伝子を

つないだベクターコンストラクトを導入した形質転換イネを用いて、各処理を施したとき

のレポーター遺伝子の発現量変化について調べる。さらに、転写量の日周変動を示した３

つの遺伝子の発現を過剰もしくは抑制させた形質転換イネを作出して解析する。細胞周期

で変動するタンパク質についてさらに解析する。

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：ブロムグラスより単離した耐凍性関与候補遺伝子を培養細胞や植物体に導入

し、耐凍性などの形質変化を調べる。イネの耐凍性誘導の発現蛋白質の同定を進める。ま

た、越年生植物組織の氷核活性物質の特徴の解析及びササなどの不凍活性物質の解析を行

う。また、ダイズにおける限界環境適応機能等の解析のため、半野生ダイズを交配親に用

いた組み換え自殖系統を用いて高密度連鎖地図作成を進める。

（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：微生物の機能を利用したバイオ燃料電池開発に資するため、微生物由来グルコ

ース脱水素酵素を利用した酵素電池の開発可能性について電流密度等の特性を検討する。

、単離された酵母キラータンパク質 感受性に特徴を持つ遺伝子を機能ごとに検討 しKlKP

作用に関わる細胞内情報伝達を解析する。イネいもち病菌では創農薬を目的としたKlKP

解析を行う。また、非病原性遺伝子 の単離に向け クローンの選抜 を行EST AvrPit BAC

うとともに胞子形成制御遺伝子 1の下流で制御を受けている遺伝子の破壊を行い、各Acr

遺伝子の制御関係について解析を行う。

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

域内保存のための調査研究

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：ヌードマウスの腎皮膜下に移植することによって人為的に成熟させた卵母細胞

の受精能および胚への発生能を解析する。さらに、家畜の凍結乾燥精子を用いた顕微授精

法を開発する。また、ミュータントラットを用いて、精子形成が減数分裂前期で停止する

原因遺伝子を特定する。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネ属 ゲノム種 、 の遺伝的多様性をさらに詳細C O eichingeri O rhizomatis. .
に解析するため日本晴イネゲノム情報を用いて ゲノム種解析用マイクロサテライトをC

開発し、多様性解析を行う。また、 ゲノム種の分子マップを作成するために ゲノムC C

種の交雑親和性を調査する。アズキ亜属に関してはタイにおける種多様性と地理的分布、

特にタイ北部種分化ホットスポットにおける集団多様性解析を行う。
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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：引続き、新たな1920系統の表現型データの収集を行いデータベース化する。表

現型大量解析に参加している他の研究室のデータについてもデータベース化を行う。変異

が観察された系統については、サザン解析等で表現型と 17の連鎖を調べて、タグされTos

ている系統を収集する。

（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効率的作出技術の開発および解析

担当：生体防御研究グループ

研究計画：効率的なモデル動物作出技術開発のため、雄生殖細胞ゲノムの改変技術を検討

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

ウスを遺伝的背景の異なるマウスと交配し、病態解析および遺伝的解析を行う。

（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：マウス中枢神経幹細胞の個体発生能力を調べる。より早い発生段階にあるるブ

タ胎子脳から細胞株を樹立する。体外成熟卵子を用いた体細胞クローンブタ作出法を開発

する。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発

（１）新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

①新規の強力プロモーターカセットの開発

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：単離プロモーターの特性を導入イネの 活性で解析し、特許化する。GUS

新規ベクターに用いた プロモーターや マーカー遺伝子では選抜効率が低かっNos Hyg

たので、改良を行う。

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：各種イネゲノム解析データをもとに、組織・器官特異的、時期特異的、刺激因

子特異的発現をする遺伝子のプロモーター領域をカセット化する。構築したバイナリーベ

クターのアグロバクテリウム内での安定性と、実際に数種類の植物で形質転換効率を評価

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
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担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：ターゲッティング処理した個体のスクリーニングと解析を継続する。 タALS

T1 FLP ALSーゲティングコンストラクト導入イネの カルスで部位特異的酵素 により内生

を 除草剤耐性 に置換する。BS ALS

（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： 遺伝子を導入した個体のサザン分析。農林67号の再分化個体後代からさnptII

らに分化率の高いものを選抜する。 2株の感染条件や選抜方法を確立し、ダイズﾞ形質Soy

転換体を得る。

ノーザンハイブリダイゼーションで培養特性についてのマイクロアレイの結果を確認す

る。 の候補遺伝子の 全長をカバーするクローンを入手して、コシヒカリカルQTL cDNA

スで過剰発現させ、他のクローンの発現量について変動を解析し、 候補遺伝子の下QTL

流にある遺伝子を明らかにする。形質転換後代におけるグルコースデヒドロゲナーゼホモ

ログ遺伝子の発現を解析する。継続して、コシヒカリに湖南早の高再分化遺伝子を導入し

た の圃場調査を行う。isogenic line

（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：挿入遺伝子の大きさと導入効率の関係についてさらに詳しく解析を行う。導入

遺伝子の発現制御法では、絹糸腺での発現特性を有する遺伝子や な遺伝子のプInducible

ロモーターを活用し、遺伝子発現制御系である 4 の系やテトラサイクリンの系にUAS/Gal -

おいて、その有効性を検定する。また、時計遺伝子の作用機作については過剰発現の影響

を検討する。ウイルスの経口感染促進法の効率化を図る。また、蚕体液の黒化反応抑制剤

のウイルスへの影響等について検討する。

②昆虫培養細胞系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫培養細胞の普及のため培養技術のマニュアル化を引続き進めるとともに、

甲虫目や膜翅目由来の初代培養細胞の樹立化を行い、新規細胞株をジーンバンクに登録す

る。遺伝子導入による細胞樹立法については導入条件の検討を進める。培養細胞による定

常的有用蛋白質生産系の確立のため、高発現プロモーター作成を目的として既知プロモー

ターの解析を行う。また、14年度に感染細胞や組織から単離した遺伝子について発現パタ

ーンの解析を行い、免疫との関連を検討する。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発
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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：実用イネ品種でマーカーフリー組換え体を得るため、部位特異的組換えを利用

できるベクターを構築し、選抜圧や濃度など選抜条件を検討する。

ラジアータ松 3遺伝子やその他の有意に相同性のある遺伝子とアリルアシルアミPrMC

ラーゼ遺伝子との関連をさらに詳細に調べる。イネのアリルアシルアミダーゼ遺伝子をク

ローニングする事を目的として、イネの データベースに対してより精密な相同性サDNA

ーチを試みる。他の植物に対する形質転換を試みる。

（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

担当：新生物資源創出研究グループ／昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫生産工学研究グル

ープ／発生工学研究グループ

研究計画： 導入イネの環境安全性評価について、レタス以外の野菜を使用して他感PEPC

物質を検定する。 イネの限定的開放利用が承認されれば、北海道農研などで大規模PEPC

特性調査を実施する。接ぎ木次世代で組換えトマトの遺伝子（産物）の台木 穂木間移行-

を解析する。

遺伝子組換えカイコの環境安全性評価について、導入遺伝子の検出法を確立するととも

にカイコの野外での生存率評価法およびクワコ自然集団の遺伝的多様性評価手法の開発に

着手する。

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、引き続き国内外で探索収集を実施する。収集・受

入目標点数は、平成15年度ジーンバンク事業実施計画（ジーンバンク事業連絡協議会）に

基づき、植物2,250点、微生物1,390株、動物20点を目安とする。また、ミャンマーから導

入したイネ遺伝資源200点を隔離・無毒化するとともに、韓国はじめ東アジアにおけるエ

ゴマ等の希少資源作物の遺伝的多様性解析を進め、農家保存サイト選択のベースとなる情

報を整理する。

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／遺伝資源研究グループ／ゲノム研究グループ

研究計画：サブバンク等の協力を得て、収集・保存している遺伝資源について、引き続き

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、平成15年度ジーンバンク事業実施計画に基づき、植物201,500点、

微生物10,300点、動物1,100点を目安とする。また、日本産在来イネのコアコレクション

の作成に着手するとともに、家禽類の遺伝連鎖地図の作成、植物病原細菌の宿主特異性の

分子機構の解析等、タンパク質・核酸情報に基づき特性評価法を高度化する。

（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化
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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

めるとともに、遺伝資源の増殖・検査等によりアクティブコレクションを拡充する。保存

目標点数は、平成15年度ジーンバンク事業実施計画に基づき、植物226,900点、微生物21,

040株、動物890点を目安とする。また、更新の必要なイネ品種450点等の再増殖を行う。

保存中の遺伝資源について、引き続き品質管理を進めるとともに、栄養繁殖植物、絶対寄

生菌等の超低温保存法の開発等を進め、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：遺伝資源データベースの統合に向けて、引き続き遺伝資源および情報の管理・

提供システムを高度化するとともに、情報公開を進める。動植物遺伝資源のホームページ

を改善するとともに、微生物遺伝資源利用マニュアルのインターネットサービスを拡充す

る。また、遺伝資源交換に関する研究協定締結等を通じて、引き続き国内外の関係機関と

の円滑な遺伝資源交換システム構築を図るとともに、世界動物遺伝資源白書作成のベース

となるカントリーレポートを に提出する。 バンクに関しては引き続き最新のデFAO DNA

ータ収集ならびにデータ解析ツールの整備を行う。

２ 専門研究分野を活かした社会貢献

（１）分析、鑑定

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度な専門的知識が必要とされ、他の機関

では実施が困難な分析、鑑定を実施する。

（２）講習、研修等の開催

①講習会、講演会等を積極的に開催するとともに、国や団体等が主催する講習会等に積

極的に協力する。

②他の独立行政法人、大学、国公立機関、民間等の研修生を積極的に受け入れ、人材育

成、技術水準の向上、技術情報の移転を図る。また、海外からの研修生を積極的に受

け入れる。

③技術相談窓口を中心として外部からの相談に対応する。

（３）行政、国際機関、学会等への協力

①我が国を代表するバイオテクノロジーに関わる研究機関として、行政、国際機関、学

会等の委員会・会議等に職員を派遣するとともに、政府の行う科学技術に関する国際

協力・交流に協力する。また、行政等の要請に応じて、技術情報を適切に提供する。

②公立機関、民間等からの放射線照射依頼については積極的に対応する。

３ 成果の公表、普及の促進

（１）成果の利活用の促進

①グループ別評価検討会、農業生物資源研究推進戦略会議において決定した主要研究成
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果の内から、直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果を選定する。また、13年度

に選定した成果のフォローアップを実施する。

、 、 、②行政 生産者等が利用可能な各種のマニュアル データベース等を作成するとともに

農林水産省研究ネットワーク等を活用して、成果の普及、利活用の促進に努める。

③他の独立行政法人、公立研究機関、大学、民間、海外研究機関等への遺伝資源の配布

を行う。

④ゲノムの塩基配列及び遺伝資源の特性に関する情報等の研究の基盤となる情報は、迅

速にインターネットを通じて公開する。また、単離した有用遺伝子や新生物資源等の

成果は知的所有権を確保しつつ、共同研究や研究成果移転促進事業等により、他の独

立行政法人や民間等に技術移転し、応用研究や実用化研究の推進を図る。

（２）成果の公表と広報

①研究成果は国内外の学会、シンポジウム等で発表するとともに、348報以上の論文を

学術雑誌、機関誌等に論文を公表する。

②研究成果については、その内容をインターネットや「つくばリサーチギャラリー」や

「展示室」の展示等を通じて公開に努めるとともに、重要な成果に関しては、適宜マ

スコミに情報を提供する。また、パブリックアクセプタンスの確保に努める。

（３）知的所有権等の取得と利活用の促進

①知的所有権の取得に努め、40件以上の国内特許等の出願を行うとともに、外国へも積

極的に特許等の出願を行う。

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補償金の充実等を研究職員へ周知させる等により、知的所有権取得のインセンティブ

を与える。

④取得した知的所有権に係る情報提供はインターネット等を通じて行うとともに、研究

成果移転促進事業等を活用し、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 。）
15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１５年度予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 ７，８７２

施設整備費補助金 １０４

無利子借入金 ０

受託収入 ５，５９６

諸収入 ８

計 １３，５８０

支出

業務経費 ３，０７７

施設整備費 １０４

受託経費 ５，５９６

試験研究費 ５，３３９

管理諸費 ２５７

一般管理費 ５０９

研究管理費 １８１

管理諸費 ３２８

人件費 ４，２９４

計 １３，５８０
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平成１５年度収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １３，７６１

経常費用 １３，７４０

人件費 ４，２９４

業務経費 ２，７１７

受託経費 ４，９９６

一般管理費 ５０３

減価償却費 １，２３０

財務費用 ２１

臨時損失 ０

収益の部 １３，８５４

運営費交付金収益 ７，５２７

諸収入 ８

受託収入 ５，５９６

資産見返負債戻入 １８８

資産見返物品受贈額戻入 ５３５

臨時収益 ０

純利益 ９３

目的積立金取崩額 ０

総利益 ９３
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平成１５年度資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３，５８０

業務活動による支出 １２，２６５

投資活動による支出 １，０４９

財務活動による支出 ２６６

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １３，５８０

業務活動による収入 １３，４７６

運営費交付金による収入 ７，８７２

受託収入 ５，５９６

その他の収入 ８

投資活動による収入 １０４

施設整備費補助金による収入 １０４

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

無利子借入金による収入 ０

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

15年度の施設および設備に関する計画は、大わし 地区埋設二重温水管を改修すB

る。

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、引き続き事務処理の一元化に努めるとともに、

15年度からスタートする企画部門及び総務部門の新組織体制での効率的運営に努め

る。

②人員に係る指標

平成15年度の常勤職員数については４２９名とする。

（２）人材の確保

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

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

するため、ポストドクター等の派遣制度を活用する。

②広く人材を求めるため、研究を行う職については公募を実施する。


