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第第第第ⅠⅠⅠⅠ章 独立行政法人農業生物資源研究所章 独立行政法人農業生物資源研究所章 独立行政法人農業生物資源研究所章 独立行政法人農業生物資源研究所のののの概要概要概要概要

１１１１ 業務内容業務内容業務内容業務内容

((((１１１１))))目的目的目的目的

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。

((((２２２２))))業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲

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。

２２２２ 事務所事務所事務所事務所のののの所在地所在地所在地所在地

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

（代表電話番号 ）029-838-7406

305-8634 1 2大わし地区 〒 茨城県つくば市大わし 番

放射線育種場 〒 茨城県常陸大宮市上村田 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

３３３３ 資本金資本金資本金資本金のののの状況状況状況状況

年 月の資本金は 円となっている。16 4 40,319,066,059

平成 年 月まで 平成 年 月から４４４４ 役員役員役員役員のののの状況状況状況状況 16 3 17 4

理事長（ 人、任期 年） 岩渕 雅樹 石毛 光雄1 4

理事 （ 人、任期 年） 北村 實彬 佐々木 卓治2 2

肥後 健一 名取 俊二

監事 （ 人、任期 年） 元井 葭子 堀尾 義矩2 2

松井 武久(非常勤） 元井 葭子(非常勤）
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５５５５ 職員職員職員職員のののの状況状況状況状況

年 月 日現在の常勤職員数は 名(うち研究職 名)となっている。17 1 1 414 277

６６６６ 根拠法根拠法根拠法根拠法

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

最終改正： 年 月 日(法律第 号）12 5 26 84

７７７７ 主務大臣主務大臣主務大臣主務大臣

農林水産大臣

８８８８ 法人法人法人法人のののの沿革沿革沿革沿革

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 年 月 日に発足した13 4 1

９９９９ 法人法人法人法人のののの組織組織組織組織

理事長 企画調整部

総務部

【基盤研究部門】

理事 基盤研究推進官

ゲノム研究グループ

遺伝資源研究グループ

監事 ジーンバンク

【昆虫・動物生命科学研究部門】

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

【植物生命科学研究部門】

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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第第第第ⅡⅡⅡⅡ章 平成章 平成章 平成章 平成16161616年度年度年度年度のののの業務業務業務業務のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

ⅠⅠⅠⅠ 業務運営業務運営業務運営業務運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにとるべきするためにとるべきするためにとるべきするためにとるべき措置措置措置措置

１１１１ 評価評価評価評価・・・・点検点検点検点検のののの実施実施実施実施

中期計画：

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主要な研究については、研究の推進方策・計画及び進捗状況の点検を行うとともに、外

部専門家・有識者等の意見を聞いて成果の評価を行い、その結果は研究資源の配分に

反映させるとともに公表する。

③評価項目、評価基準を定める等公正さを確保しつつ、研究職員の業績評価を行い、その

結果は処遇、研究資源の配分に反映させる。

①評価・点検に係わる諸会議の開催

自己点検に係わる諸会議を以下の通り開催した 。(図１)

・中期計画に対する課題ごとの進捗状況を点検するために、全グループ長を評価者と

したピア・レビュー「課題評価検討会」を、平成 年 月 日から 日まで開催して17 1 24 28

小課題ごとの研究の進捗状況に基づく内部評価を行った。あわせて、新設 研究セン3

ター( ゲノム育種センター、昆虫遺伝子機能解析研究センター、遺伝子組換え技QTL

術開発・情報センター)の研究の現状について報告を受け、今後のあり方について検

討した。また、運営費交付金特別研究の進捗状況についての報告を受けた。

・ 月 日に「農業生物資源研究推進戦略会議」を開催して 「課題評価検討会」の総3 10 、

括、主要研究成果の選定、プロジェクト研究の推進状況の検討を行うとともに、平

成 年度の重要検討問題として「ポストゲノム研究の展開」について検討した。16

・ 月 日に新委員による「農業生物資源研究所評価助言会議」を開催した。3 18

図１ 評価の体制図

課題評価検討会

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究所評価助言会議

プロジェクト推進会議・評価委員会

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

ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

業務実績報告書（案）、次年度計画（案）の作成

業務実績報告書

農林水産省・独立行政法人評価委員会

次年度計画

農林水産大臣

課題評価検討会

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究所評価助言会議

プロジェクト推進会議・評価委員会

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

ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

業務実績報告書（案）、次年度計画（案）の作成

業務実績報告書

農林水産省・独立行政法人評価委員会

次年度計画

農林水産大臣
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課題評価検討会

自己点検の出発点として、小課題ごとの評価検討会(ピア・レビュー)を開催した。

研究グループ長等全員( 名)を評価者として、 年度の達成状況を の 段階13 16 S, A, B, C 4

111 S 3 3% , A 88 79% , B 20 18% , C 0で評価した。小課題 題の評価の内訳は、 ： ( ) ： ( ) ： ( ) ：

( )であった。0%

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究推進戦略会議においては、農業生物資源研究所評価助言会議に向

(資けて、課題評価検討会での評価結果を確認・総括し、主要研究成果 件を選定した24

。料Ⅴ「平成16年度の主要な研究成果」)

重要検討問題として「ポストゲノム研究の展開」を取り上げ、所内外からの参加者

による検討を行った。

農業生物資源研究所評価助言会議

上記の内部評価結果を踏まえ、 年度の業務実績に対して外部評価委員 から16 (表１)

評価、助言を受けた。また 年度業務実績報告書(案)及び 年度計画(案)について議16 17

論し、修正の上、それぞれを農林水産省・独立行政法人評価委員会、農林水産大臣に

提出することとした。

表１ 農業生物資源研究所評価助言会議委員名簿

②研究職員及び研究グループ長等の業績評価

4 26 6 16 15業績評価マニュアルにしたがって 月 日から 月 日にわたって研究職員に対する、

年度の業績評価を実施した。評価結果は、 ( ) ( ) ( ) ( )であった。S 21% , A 23% , B 36% , C 21%

なお、評価の公平性を期するため、業績評価の中で議論された事例について前年度まで

と同様に「研究業績評価マニュアル事例集」としてとりまとめ、今後の評価に資するこ

ととした。評価の過程で把握された研究推進上の問題点等については、研究グループ長

等の適切な指導と、一般研究費(運営費交付金)の適切な配分等によって、今後の研究の

活性化に資することとした。

平成 年度の研究グループ長等に対する業績評価を評価マニュアルにしたがって実施15

し、その評価結果を平成 年度勤勉手当の成績率に反映させた。16

氏　名 所    属 専 門 分 野

上田　龍 国立遺伝学研究所系統生物研究センター教授 昆虫・動物

河野　友宏 東京農業大学教授 昆虫・動物

木口　憲爾 信州大学教授 昆虫・動物

武田　和義 岡山大学資源生物科学研究所長 植物

西村　いく子 京都大学大学院教授 植物

平井　篤志 名城大学教授 植物

榊　佳之 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター長 外部有識者

佐野　浩 奈良先端科学技術大学院大学教授 外部有識者
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２２２２ 研究資源研究資源研究資源研究資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用

中期計画：

①中期目標達成に有効な競争的資金には積極的に応募し、研究資源の充実を図る。

②研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

③施設・機械の有効利用を図るため、共同利用に努めるとともに、共用等が可能な機械に

ついては、その情報をインターネットを介して広く公開する等、有効かつ効率的利用に努め

る。

研究の重点化と、研究プロジェクトを軸とした研究資源(資金、人員、設備等)の配分

戦略の確立を目指し、取り組みを行ってきた。そのために 年度より研究者のエフォート16

を交付金、受託、競争的資金に分けて評価単位ごとに調査集計した( )。表表表表11

また、平成 年 月に「将来構想委員会」を設置し、研究の重点化をはじめとした長期15 5

16 17的研究戦略構想の策定について検討を進め 年度末までに一定のとりまとめを行った、 。

年 月には「体制準備室」へ移行し、引き続き、研究業務の重点化等に沿った組織・運営4

体制などの検討を進めることとしている。

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へ所内の研究者が積極的に応募することを奨

励するとともに、文部科学省科学技術研究費補助金については、グループ長等による応

募書類の事前チェックを徹底し、 件の応募に対し 件が採択され、採択率が に高73 19 26%

14 :11%, 15 :17% 16 97まった( 年度 年度 年度の科学技術研究費補助金の獲得研究資金額は）。

百万円で、昨年度の約 倍となり大幅に増加した。3

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、総額16 29

は 百万円であり、全研究資金(一般研究費、運営交付金特別研究、ジーンバンク事業871

(表費、農水プロジェクト、競争的資金を合計したもの)に占める割合は ％であった17.0

。２、図２)

月 日に平成 年度～ 年度にわたって科学技術振興調整費による支援で行われて10 14 11 15

きた中核的研究拠点( )育成プロジェクト「植物ゲノム機能研究」について文部科学COE

省による事後評価を受けた結果、十分な成果を挙げたということで 評価であった。こA

のプロジェクトの成果は報告書としてとりまとめた。

所 　 管 制 　 度 応 募 数 採 択 数

文 部 科 学 省 科 学 技 術 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 4 4 1 3

萌 芽 研 究 1 1 1

若 手 研 究 1 4 3

特 定 領 域 研 究 4 2

科 学 技 術 振 興 調 整 費 　 我 が 国 の 国 際 リ ー ダ ー シ ッ プ の 確 保 3 1

農 林 水 産 省 5 1

3 0

1 7 3

3 0

2 1 2

科 学 技 術 振 興 機 構 戦 略 的 創 造 研 究 推 進 事 業 1 0

新 エ ネ ル ギ ー ・ 産
業 技 術 総 合 開 発 機
構

2 0

近 畿 通 産 局 1 1

民 間 助 成 団 体 等 1 8 2

1 4 7 2 9合              　 計

地 域 新 生 コ ン ソ ー シ ア ム 研 究 開 発 事 業

表 ２ 　 平 成 1 6年 度 競 争 的 資 金 制 度 へ の 応 募 と 採 択 実 績

生 研 セ ン タ ー

先 端 技 術 を 活 用 し た 農 林 水 産 研 究 高 度 化 事 業

民 間 結 集 型 ア グ リ ビ ジ ネ ス 創 出 技 術 開 発 事 業

ア グ リ バ イ オ 実 用 化 ・ 産 業 化 研 究

生 物 系 産 業 創 出 の た め の 異 分 野 融 合 研 究 支 援 事 業

新 技 術 ・ 新 分 野 創 出 の た め の 基 礎 研 究 推 進 事 業

産 業 技 術 研 究 助 成 事 業
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＊金額は外部機関への再委託額を除いたもの

図２ 平成16年度研究資金の内訳(単位：百万円、総額5,118)

②研究資金の配分

前年度と同様、一般研究費(運営費交付金)の効率的かつ柔軟な配分を目的に、研究チ

ーム等への配分は研究グループ長等の裁量とした。

所共通経費の中の「研究活性化経費」は複数年継続も可能とし、その審査はヒアリン

。グを行った後に審査委員会で採否を決定して合計 百万円( 年度は 百円)を配分した46 15 28

年度の内訳は、将来構想の研究重点化案に沿った課題として 百万円( 件)、提案型の16 4 2

シーズ・ 研究に 百万円( 件 、シンポジウム等の支援として約 百万円( 件 、新設FS 24 9 3 1） ）

した 研究センターの研究支援に 百万円であった。3 15

新設 研究センターでは、研究者の集中化によって以下のような成果をあげた。 ゲ3 QTL

ノム育種センターについては、単独では取り組みにくい の研究で研究者間及び研究QTL

チーム間の共同研究を開始し、イネ穂発芽耐性遺伝子 やツマグロヨコバイ抵抗性遺Sdr4

。 、伝子の候補ゲノム領域の絞り込みなどを進めた 昆虫遺伝子機能解析研究センターでは

カイコゲノム情報をもとに幼若ホルモン合成酵素遺伝子、神経ペプチド遺伝子などの遺

伝子断片を得るとともに、 情報を利用してトビイロウンカ唾液腺構成タンパク質をEST

同定した。遺伝子組換え技術開発・情報センターでは、情報センターとして所内に遺伝

子組換え作物隔離圃場を作って所内の組換え作物の研究体制を整えるとともに、海外や

国内における組換え体に関する情報の収集と整理・配布を行った。

知的財産権の確保と成果の有効的利用を図るため、特許出願経費等に 百万円( 年131 15

度は 百円)を重点配分した。111

③施設・機械利用

実験室等の施設は研究所の最も基本的な研究資源であり、プロジェクト終了までの時

限的な使用スペースを確保するなど施設の弾力的利用を図ってきたところであるが、施

設をより公平かつ効率的に利用するために、 年度は施設利用の実態調査を行った。現16

状を把握した上で、 年度からスペース課金制度(施設の利用者に対して一定以上の面積17

を使用する場合には面積に応じて課金する制度)の導入を行うこととしている。

その他

150 (2.9%)
競争的資金

871 (17.0%)

農水省委託プロ

1,655 (32.3%)

ジーンバンク事業費

424 (8.3%)

運営交付金特別研究

351 (6.9%)

一般研究費

 1,667 (32.6%)
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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。研究所の共通経費から共用

機器の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、効率的な利用に努め

た。

また、共同研究等を通じて、農業生物資源研究所各種施設や共用機器の利用機会を外

部の研究者に提供した。

年度中に独自の遺伝子組換え作物隔離圃場を農業生物資源研究所内に作り、花粉症16

緩和米等の組換え作物の開発研究体制の整備を図った。

３３３３ 研究支援研究支援研究支援研究支援のののの効率化及効率化及効率化及効率化及びびびび充実充実充実充実・・・・高度化高度化高度化高度化

中期計画：

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。

①技術移転機能の強化

特許関連経費のより有効な利用を進めるために、職務発明審査会において、特に外国

特許申請については事前審査を強化するとともに、申請から 年をすぎた国内特許の維持7

については許諾実績の評価に基づいて行うこととした。

また、技術移転科職員 名及び情報広報課職員 名を、米国農業研究センターの技術移3 1

転部門( )及び米国国立農業図書館( )に派遣し、日米技術移転部門の比較や図書OTT NAL

の電子化状況等について調査を行った。

②研究情報の収集、提供

購読雑誌の利用度調査の結果に基づいた購読の見直し(購読の中止、重複の整理、新規

購読)を実施し、 誌のオンラインジャーナルを購読した。このうち、 誌をマルチサ168 141

イトライセンス契約にすることにより、予算を有効活用するとともに、複数の農業生物

資源研究所キャンパス間での利用を可能とした。また、コンソーシアム等への参加によ

って、これらの他に 関連誌約 誌の利用が可能となった。WileyInterScience 130

16 9 15農業生物資源研究所発行誌の電子ジャーナル化に引き続き努力し 年度は 件(平成、

年度研究成果情報、年報、 、研究資料等)を電子化してホームページで公開Annual Report

した。

農業生物資源研究所のホームページ及び各部門担当者が公開している種々のホームペ

(資料Ⅵ「農業生物資源研究所が公開している主なージを通じて研究情報の発信に努めた

。ホームページ一覧」)

③外部委託

施設、機械等の保守管理については、業務の見直しを行い、的確な保守管理、業務の

効率化等の観点から外部委託の拡大を図るとともに、個々の契約においては、環境整備

の一部について業者外注から非常勤職員の雇用に切り替えて約 百万円節減するなど、経5

費の縮減にも努めた( 年度約 件で 百万円、前年度約 件で 百万円)。16 310 1,220 140 970

・施設・設備管理業務(約 件、 百万円）50 349
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実験廃水処理施設運転保守管理業務、電気設備及び機械設備運転保守管理業務、

エレベーター保守管理業務、放射線施設保守管理業務等

・庁舎管理等業務(約 件、 百万円）30 45

庁舎清掃等業務、保安警備業務、廃棄物回収運搬処理業務等

・研究用等機械・器具保守管理業務(約 件、 百万円）70 608

シーケンサー、Ｘ線解析測定装置、核磁気共鳴装置、同位体質量分析計等DNA

・研究支援関連業務(約 件、 百万円）160 218

カイコゲノム情報のアノテーションシステム拡張業務、イネ ライブラリー作成FOX

業務、イネゲートウェイクローン塩基配列高精度解析業務、 遺伝子発現プロHiCPE

ファイリング解析業務等

④研究支援の効率的運営

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、 名の人材(テ13

クニシャン)を確保し、タンパク質の発現・精製等の支援を行った。 年 月末まで重点16 12

支援で行っていた組換え体の作出支援者は非常勤雇用として、支援を継続している。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。

４４４４ 連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力のののの促進促進促進促進

((((１１１１)))) 他他他他のののの独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力

中期計画：

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。

他の独立行政法人との間で、 年度開始 件を含む 件の研究協力を行った。独立行政16 4 12

法人農業・生物系特定産業技術研究機構の融合研究「安全性に配慮した実用的な病害抵

抗性組換えイネ系統の開発」及び「トリプトファン含量の高い飼料用イネの開発」にそ

れぞれ 名、計 名の研究員を併任として派遣した。1 2

16 21 5 18農林水産省 他の独立行政法人等との間で 年度は 名の転出(うち研究職 名 と、 、 ）

名の転入(うち研究職 名)の人事異動を実施した。2

ジーンバンク事業では、 年度は、植物 件、微生物 件、動物 件、計 件の国内探16 10 2 2 14

索収集調査を実施した。そのなかで、米国農務省との共同で、北海道における小果樹類

の調査と収集を行った。また、関係独立行政法人 機関参画の下、ジーンバンク事業連絡6

協議会を開催し、 年度事業実績の検討と 年度計画の立案を行い、 年度計画は外部16 17 17

委員からなるジーンバンク事業評価委員会の評価を受け、決定された。

((((２２２２））））産学官産学官産学官産学官のののの連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力

中期計画：

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
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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毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、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。

①イネゲノム研究等における連携、協力

農業生物資源研究所は、平成 年に結成された日本、米国、中国、台湾、フランス、イ9

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10

際イネゲノム塩基配列解析プロジェクト、 、議長：農業生物資源研究所ゲノム研IRGSP

究グループ長)の中心的役割を担い、マーカー情報や ライブラリーとクローンBAC/PAC

の提供、全 本の染色体の半数の分担といった実際の解析上の貢献のみならず、国際コ12

ンソーシアム議長として、コンソーシアム内外での交渉や調整の役割を果たしてきた。

まず平成 年度にイネゲノムの重要部分の高精度概要配列を解読した。さらに 年間をか14 2

けて完全解読を進め、 年 月にその目標を達成し、農林水産大臣に報告した。その業16 12

績に対して農林水産大臣より感謝状が授与された 。これにより全ゲノムの ％(図３) 95.3

が完全解読され 、そのうちわが国は、約 について貢献した。農業生物資源研(表３) 55%

究所は、わが国が担当する領域のみならず、他国が分担する領域の物理地図の完成も助

けてきた。この間、農業生物資源研究所は、各担当国が公開したクローン毎の配列デー

タを吟味し、重ね合わせ等の編集を行い、その結果を農業生物資源研究所が管理してい

る国際コンソーシアムのホームページ（ ）から迅速に公開http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/

し、国内外の多くの研究者に正確な情報を提供してきた。国際コンソーシアムは、完全

解読の成果のまとめ方と出版方法について最終的な合意を行い、 年間にわたったその活7

動を終えた。

イネゲノム完全解読の成果をさらに発展させるために、農業生物資源研究所は第 回国1

12 14 90際イネゲノムアノテーション会議を 月につくば市において開催し の国・地域から、

名の研究者の参加を得た。会議では、発現遺伝子を基本とした塩基配列上の暗号読取り

、 、と その結果に基づく遺伝子の番号付けやデータベース作成について討議・検討を行い

を越す遺伝子座のアノテーションを完了した。14,000

イネゲノム完全解読を土台として、国際イネ研究所( 、所在地：フィリピン)とのIRRI

間で、ストレス関連遺伝子等の単離・機能解明の共同研究を継続して進めた。また、国

際農業研究協議グループ( )のチャレンジプログラム「貧しい人々のための遺伝資CGIAR

源の多様性の解明」に関する指名委託研究 件を継続して進めた。2
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図３ 平成16年12月13日、島村農林水産大臣にイネゲノム全塩基配列完全解読を報告し、

各染色体の解読結果が記録されたCD-ROMを手渡しました。

表３ 国際コンソーシアムにおけるイネゲノム解読の推進状況及び染色体別実施国

イ ネ 解析に供した セ ン ト ロ メ 解 析 総 塩 基 染色体長 各 染 色 体 の

染色体 担当国・地域 P A C , B A C 等 アを除く 数(Mb) (Mb) 解読割合(%)

のクローン数 ギャップ数

1 397 5 43.26 45 96.0日本、韓国

2 359 3 35.95 36.78 97.7日本、英国

3 330 4 36.19 37.37 96.8米国

4 291 3 35.49 36.15 98.2中国

5 278 6 29.73 30 99.1台湾

6 281 1 30.73 31.6 97.2日本

7 286 1 29.64 30.28 97.9日本

8 277 1 28.43 28.57 99.5日本

9 223 4 22.69 30.53 74.3日本、韓国、タイ、ブラジル

10 205 4 22.68 23.96 94.7米国

11 258 4 28.36 30.76 92.2米国、インド、仏国

12 268 0 27.56 27.77 99.2仏国

合計 3,453 36 370.73 388.82 95.3

②ジーンバンク事業における連携、協力

年度は、他の独立行政法人と連携して、ミャンマー(野生イネ)、チリ・イースター16

島(カンショ)及び中国(乳酸菌)での探索収集調査を実施した。また、中国新彊ウイグル

自治区における果樹類遺伝資源の海外共同調査事業のための予備調査を行った。ジーン

バンク事業の円滑な推進のため、下記の 機関との間で実施取り決めを締結した。2

・米国農務省：北海道における小果樹類の共同探索と収集

・中国新彊ウイグル自治区農業科学院：果樹類遺伝資源に関する共同研究

③政府間協定等に基づく連携、協力

科学技術協力に関する政府間協定等を活用して 「日本とドイツに生息する糸状菌種、

cDNAの多様性比較とその要因 「家畜ゲノム解析とその利用法の開発 「イネ完全長」、 」、

15 38情報に基づくマイクロアレイ法を用いたイネ遺伝子の機能解析 など か国との間で」 、

課題の共同研究を行った 。(表４)

表４ 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 7 イスラエル 1 チェコ 2

イギリス 3 イタリア 1 ドイツ 1

2中国 3 スウェーデン 1 ポーランド

韓国 6 ロシア 1

フランス 4 オーストラリア 1

カナダ 2 インド 3 合計（15か国） 38
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④国際シンポジウム等の開催

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、 国際シンNIAS/COE

ポジウム、畜産関係学会のジョイントシンポジウム、遺伝資源シンポジウムなど、国際

的研究集会を積極的に開催した 。(表５)

⑤国内における連携、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

資料Ⅰ「農業生物資源研究所がリーダーとロジェクト等においてとりまとめを行った(

。また、ミレニアム植物科学研究プロジェして推進しているプロジェクト研究概要」)

クト研究成果報告会等を開催し、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、民間等の参加を求めて 「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 「農業生」、 」、 」、

物資源研究推進戦略会議」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。

クワ系統適応性検定試験等成績検討会を開催して、鹿児島県・群馬県のクワ特性検定

試験及び系統適応性密植検定試験の成績結果等について検討した。

昆虫産業の普及・広報並びに創出を推進するために「 昆虫産業創出ワークショッ2004

表５ 国際シンポジウム等の主催

タ イ ト ル 参加人数 開催月日

（国際シンポジウム)

80 H16.9.6 9.7・ 国際シンポジウムNIAS/COE 名 ～

NIAS-COE International Symposium

「節足動物の蛋白質科学の最前線」

300 H16.9.16 9.17・ジョイントシンポジウム(第 回動物遺伝資源育種シンポ10 名 ～

ジウム、平成 年度家畜ゲノム国際ワークショップ)16

「 情報を活かした新しい家畜育種の方向性」DNA

400 H16.10.12 -10.16・第 回 遺伝資源国際ワークショップ12 NIAS 名 ～

International Genetic Resources Workshop

－農業微生物の遺伝的・機能的多様性－

50 H16.9.6 9.7・世界イネ研究会議 ワークショップ「アジアにおIAEA/FAO 名 ～

けるイネ品種改良に対する放射線育種技術｣

90 H16.12.13 -12.18・第１回国際イネゲノムアノテーション会議 名 ～

The First Rice Annotation Project Meeting

82 H17.2.3・平成 年度遺伝資源研究会16 名

－遺伝資源を利用した自然変異からの有用形質の発掘

：コアコレクションの作出と活用－

124 H17.3.8 3.9・ 国際シンポジウムNIAS/COE 名 ～

NIAS-COE International Symposium

「遺伝資源を利用した昆虫機能解析」

（その他）

90 H16.7.14 7.15・第 回ガンマーフィールドシンポジウム42 名 ～

200 H16.12.2 12.3・ミレニアム・植物科学研究プロジェクト研究成果報告会 名 ～
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プ」を群馬県富岡市で 月 日に開催し、絹やカイコの新規利用について農業生物資源10 7

研究所研究者が研究成果をわかりやすく紹介した。

年度中に実施した共同研究の件数は 件であり、相手先は大学 、独立行政法人・16 41 10

社団法人 、公立試験研究機関 、民間企業 、外国 の延べ 件であった。11 3 18 4 46

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10 111

た。また、筑波大学大学院に教授として 名、助教授として 名、筑波大学、金沢大学等3 1

に非常勤講師として延べ 名の研究員を派遣した。23

５５５５ 管理事務業務管理事務業務管理事務業務管理事務業務のののの効率化効率化効率化効率化

中期計画：

事務の簡素化と迅速化を図るため、ＬＡＮ等を有効に利用するとともに、会計処理、発注

業務の電子化を進め、事務処理に係わる新たなソフトウエア等の導入を行う。

光熱水の節約等により、管理経費の節減を図る。

管理事務については、各種規定や事務処理方法の見直しを継続して行っているが、平

成 年度における主な取り組みは、次のとおりである。16

見積書徴取手続きに係る規程の改正、関係書類の簡素化、契約決議書データの会計シ

ステム入力業務のマニュアル化等により、契約事務の効率化と迅速化を図った。また、

振替伝票の書式の改良により、決裁手続きを簡素化した。

「組換えＤＮＡ実験計画書」及びイネゲノム関係プロジェクト研究の課題提案書や報

告書等の作成・提出をｗｅｂ上で行えるシステムを開発し、情報処理の電子化を進めて

事務作業の合理化を行った。

管理経費については、光熱水料が大きな比重を占めるが、中でも電気料の節減が重要

な課題となっている。電気料金と使用量を一体として低減させるため、次のような取り

組みを行った。

省エネルギー対策として、平成 年度から カ年で電気使用量の ％削減を目標とした16 3 3

「省エネルギー(電気)中長期計画」を策定し、実施に移した。計画では、冷暖房運転基

準の見直し、電気設備の省エネ型への改修、区分管理が可能となる電気配線系統の見直

し改修と各系統別の計器類の整備等の対策を年次計画で実施することにより、各種設備

のより効率的な運転管理を行い、省エネルギー目標を達成することとした。

一部施設に電力積算計を設置するなどして、設備のきめ細かい運転管理に努め、電気

の最大使用量の抑制を図った。これにより、 年度電力契約においては契約種別を見直17

すことができ、また、かねて検討中の複数年契約方式を導入することとしたため、電力

需給契約量及び契約料金の引き下げが可能となった( 年度契約に比して、基本料金で16

約 百万円節減の見込み)。7

施設の効率的利用を図るため、 年度において実態調査を行うなど取り組みを始めた16

ところであるが、これに合わせ、関連する電気・給排水などの設備についても年次計画

により集約化・効率化を進め、光熱水料の節減を目指すこととした。

６６６６ 職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上

中期計画：

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
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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。

①在外研究・海外派遣

日本学術振興会・若手研究者海外派遣制度を活用し、長期在外研究の 名を派遣してい1

る。また、職員の在外研究を所独自の予算で支援するための農業生物資源研究所在外研

究制度によって 名を派遣している 。2 (表６)

②博士号取得の奨励等

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・研究チーム長等がそ

の取得に向けて指導を行い、 年度は 名が新たに博士号を取得した。これによって、研16 5

究職員に占める博士号取得者の割合は、 年度の から に増加した。15 74.6% 76.7%

国際イネゲノム塩基配列解析プロジェクトのリーダーである農業生物資源研究所ゲノ

ム研究グループ長のイネゲノム塩基配列解読への多大な貢献に対して、タイ王国の王女

から が授与された。また、国際食糧農業機構と国際イネ研究所が主Golden Sickle Award

催した「国際コメ年記念科学論文コンテスト」で、イネゲノム研究チームが中心となっ

て発表したイネ塩基配列解読に関する論文に、最優秀論文賞が授与された。これらの他

に、農業生物資源研究所職員が、日本農学進歩賞、日本畜産学会賞、日本応用動物昆虫

学会学会賞、日本応用動物昆虫学会奨励賞( 件)、蚕糸功労賞( 件)、蚕糸有効賞( 件)、2 2 2

日本植物細胞分子生物学会技術賞、日本植物生理学会論文賞、日本作物学会論文賞、日

本育種学会論文賞、日本植物病理学会第 回植物感染生理談話会ベストポスター賞を受40

賞した。

農業生物資源研究所独自の表彰制度として、顕著な研究業績を挙げた若手研究者を表

彰する「 研究奨励賞」及び業務の推進上有益な発明、考案、改良を行った職員を表NIAS

NIAS 16 NIAS彰する 創意工夫賞 を創設し 第１回となる 年度の表彰を行った「 」 、 。「(表７)

研究奨励賞」は、 件( 名)の若手研究者に、また 「 創意工夫賞」は 件( 名)の職4 4 NIAS 2 3、

員に与えられた。

表６ 長・中期在外研究の実績

国 名 制 度 期 間

アメリカ 生物研在外研究制度 ～H15.7.28
H17.7.27

チェコ 日本学術振興会・ ～H14.3.27
H17.3.26若手研究者海外派遣制度

オランダ 及び生物研在外研 ～OECD H16.4.26

H17.4.26究制度
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③研修・講習への参加

研究員の英語研修への参加、技術移転科職員の知的財産権研修(工業所有権情報・研修

館主催)への参加、庶務課職員の服務・勤務時間及び健康安全等担当者研修会への参加な

ど、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42 9 6

を参加させた。

職員について業務上必要な資格取得を支援した結果、 年度は 名の職員が第一種衛16 20

生管理者などの資格を取得した 。(表８）

表８ 資格取得者等

取得資格等 取得者数（名）

10第一種衛生管理者

3 1日商簿記検定 級

3エネルギー管理員講習電気管理講習終了

4特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了

1甲種防火管理講習修了

1安全運転管理者講習修了

20合 計

表７ NIAS賞受賞テーマ及び受賞者

研究奨励賞NIAS

・膜翅目昆虫カブラハバチにおけるトランスポゾンベクターを利用した形質転換系の

開発：発生分化研究グループ 畠山正統

・植物の乳液成分が耐虫性に果たす役割の解明

：昆虫適応遺伝グループ 今野浩太郎

・短日植物の光周性花芽形成の分子機構の解明

：分子遺伝研究グループ 井澤 毅

・低グルテリン遺伝子 発現メカニズムの解明：放射線育種場 草場 信Lgc1

創意工夫賞NIAS

・セリシン蚕繭糸の簡易大量回収技術の開発

：業務第１科 熊井敏夫・和泉清二

・種子出入作業の効率化のための出入庫作業プログラムの運用改善とマニュアル化並

びに高発芽率種子保存のためのモニタリング法の改善と水分率の確認

：ジーンバンク遺伝資源管理課 知花高志
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ⅡⅡⅡⅡ 国民国民国民国民にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他のののの業務業務業務業務のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために

とるべきとるべきとるべきとるべき措置措置措置措置

１１１１ 試験及試験及試験及試験及びびびび研究並研究並研究並研究並びにびにびにびに調査調査調査調査

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

【主要成果】

・我が国が中心となって推進してきたイネ(品種・日本晴)の3億7千万塩基に及ぶ全ゲ

ノム塩基配列の完全解読を、2004年12月に終了した〔(1)①,(1)② 。〕

・カイコ全発現遺伝子を網羅するESTデータベースを構築するため、様々な発育ステージ

の各組織からcDNAライブラリーを作製し、85,000以上のESTを決めた。これらは約

17,500にグル－プ化され、カイコ全遺伝子の80%をカバーする。これに基づき6,00

0個の独立ESTを固定したESTマイクロアレイを作製し、遺伝子機能解析に提供して

いる〔(3)② 。〕

【研究資源】研究員数：8.8人、非常勤研究員数：6.0人

研究資金：313.9百万円（内訳：交付金14.2、受託293.3、科研費等6.4）

【 】 （ 、 、論文・特許等 原著論文：15 IF[2003年インパクトファクター]値：合計55.7 平均3.7)

総説等：16、特許等：1

（１）イネのゲノム構成及びイネゲノムのDNA 塩基配列の解析

中期計画：

イネゲノムにおける機能遺伝子や反復配列の分布等の大まかな構造をDNAの塩基配列に

基づく位置情報を利用して解析する。イネゲノム中の主要な遺伝子領域について解析を

効率化するための技術開発を行い、全塩基配列の解明を目指す。また、イネゲノム中の

非遺伝子領域における特殊な配列領域を解析するための技術を開発する。

①イネ染色体構造の解析 ゲノム研究グループ）（

フォスミドライブラリーによるクローンの選抜とSTC法、エンドウォーキング法を繰り

返し行うことによって我が国担当の6本の染色体において640個以上のフォスミド陽性ク

ローンを新たに選抜し、2個所のギャップを埋めたほか、セントロメア領域を含め多くの

コンティグを伸長させることができた。特に、テロメア反復配列を持つフォスミドクロ

ーンが約160個見つかり、一部のクローンを第1染色体短腕、第2染色体長短腕、第6染色

体長腕、第7染色体長短腕、第8染色体短腕の七つの領域に位置づけた。この結果、他の

、染色体と合わせて国際コンソーシアムが作成したイネ12本全染色体の物理地図に基づき

全ゲノムをカバーする最小セットのPAC/BAC/フォスミドクローンを3462個確定した。

Fiber-FISHによるギャップサイズ測定の結果、わが国担当の6本の染色体の最終物理地図

は各染色体ユークロマチン領域の約99％、全領域の約94％をカバーすることができた。

②イネゲノム配列高精度解析技術の開発（ゲノム研究グループ）

月当たり平均 ～ 個の クローン、長さにして 程度のペースで完全解読80 90 PAC/BAC 8Mb

を継続した。その結果、平成 年 月に全部で クローンの完全解読が終了し、第 染16 12 1806 1

色体では染色体の にあたる 、第 染色体では にあたる 、第 染色体96% 43.3Mb 2 98% 36.0Mb 6

では にあたる 、第 染色体では にあたる 、第 染色体では にあた97% 30.7Mb 7 98% 29.6Mb 8 99%

る 、第 染色体では にあたる の領域の塩基配列を公開した。これらの合31.3Mb 9 74% 22.7Mb

190Mb 99.3 97計は であり、セントロメア等を除いた ％の領域を占める。なお、全ゲノムの



－ －16

％は国際コンソーシアムによって完全解読されており、わが国は、そのうちの約 に55%

ついて貢献している。

図４ イネの全ゲノム塩基配列情報の完全解読の国際コンソーシアムにおける染色体の分担

（網掛けの棒は日本が担当した染色体）

（２）イネ完全長cDNAクローン収集とデータベースの構築

中期計画：

生研機構が主体となって進めているイネ完全長 クローンプロジェクトから約３万cDNA

個の を受け取ってライブラリーを構築するとともに、それらに関する情報と既存cDNA

の クローン情報等を統合した データベースを構築する。EST cDNA

①イネ完全長cDNA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（分子遺伝研

究グループ）

公開済みの クローンについて、 ( )に対するマッピングか32,127 Pseudomolecule TIGR ver2

ら、 転写単位に相当することを明らかにした。さらに転写単位とそこに相当する20,586

30,359 136クローン数の関係を調査したところ クローンがゲノム上１箇所にマップされ、 、

クローンが複数ヶ所にマップされ、 クローンはマップされなかった。一方、転写単1,632

位側から見ると、 個の転写単位には クローンが載り、 の転写単位には複数個13,505 1 6,569

のクローンが載った。複数のクローンが載る転写単位におけるクローンの違い(オルタナ

ティブイニシエーション、スプライシング、ターミネーション)の 解析も行いそin silico

れぞれの数を算出した( との共同研究)。さらにマッピングの結果、クローンの全JBIRC

域が染色体の一領域にマッピングされないクローンを見出し、 の可能性を考transsplicing

え、 等による 解析も行った。その結果、 クローンにおいて を見出RT-PCR wet 1 transsplicing

した。

②イネ完全長cDNA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（分子遺伝研

究グループ）

完全長 プロジェクト全期間に渡り 収集され端読み解析されたクローン 万件(端cDNA 38、

読み 万件)に関して、 に対してマッピングを行い転写単位を明58 Pseudomolecule TIGR ver2

らかにした。 クローンにおける転写単位の平均長等から条件検討を行い、 転32,127 29,642
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写単位由来の が確保されていることを明らかにした。さらに が公開しているcDNA TIGR

57K 25K AE Annotated予測遺伝子( )とのオーバラッピングを行った。その結果、 が (

) が ( )、 が ( )となExpressed , 32K ANE Annotated Non-expressed 5K NAE Non-Annotated Expressed

った。 遺伝子はアミノ酸配列的に クローンと似た ドメイン構成を示AE,NAE 32,127 InterPro

、 。したのに対して は圧倒的にトランスポゾン的ドメインが多数を示す結果となったANE

（３）ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

中期計画：

ブタ等のゲノム構造を明らかにし、それを基に染色体特定領域については約 マーカ1,000

ーの高密度遺伝地図、物理地図を作成する。また、カイコではゲノムの クローンをBAC

蓄積してライブラリーを構築し、コンティグ化を行うことにより ％以上をカバーする95

物理地図を作成するとともに、 程度の高密度遺伝地図の作成と約 個の のマ1cM 1,000 cDNA

ッピングを行う。

①ブタの高密度遺伝地図、物理地図の作成（ゲノム研究グループ）

昨年度までに 個のマーカーからなる物理地図を構築した。ブタ完全長 ライ1,288 cDNA

ブラリーに基づく を、公開済みの 配列に加えて、 個追加し、内 個EST 68,000 70,000 52,000

については データベースを通じた新規公開を行った。この中には肺胞マクロファーPEDE

ジ等の感染防御に関わる細胞集団のライブラリーが含まれる。さらに についても昨cSNP

年までの 個に加えて、 個を検出した。遺伝子全長の解読のために 代表クロー1,000 500 EST

ン 個を選抜し、その 末端からの解読を行った。それらの クローンの中でブタ5,546 3' cDNA

MHC TCR 124 MHC及び をコードするもの 個について完全解読を完了した。またブタ拡張

クラス 領域、 領域等約 のブタゲノム領域の解読を行った。II CD1 1Mb

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成（ゲノム研究グループ）

BACホールゲノムショットガンによる高精度のカイコドラフトシーケンスを得るため、

15 5 BACエンドシーケンス 万リード、フォスミドエンドシーケンス 万リードを準備した。

エンドシーケンスを用いた 解析により、 個の マーカーをマップした。 コSNPs 549 SNP BAC

ンティグについては ハイブリとフィンガープリントの結果を統合してデータベースEST

化し、カイコゲノムの をカバーする 個の コンティグを検証した。現在までに65% 680 BAC

3,483BAC 495 BAC 632クローンを含む 個の コンティグを染色体へマップした。これまでに

個の がマップされた。カイコ データベースは現在 を収集し、カイコ全EST EST 85,000EST

遺伝子の をカバーしている。 個の独立 が乗ったオリゴアレイを作成し、機80% 17,000 EST

能研究に利用されている。
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図５ カイコ6,000 ESTマイクロアレイ作成と提供

（４）ゲノム機能予測技術の開発

中期計画：

イネゲノム等からタンパク質コード領域及び発現制御領域を効率よく予測する技術を開

発する。また、コンピュータ上で細胞の代謝や交配実験等をシミュレートするシステム

のプロトタイプを開発する。

①コード領域予測技術の開発（ゲノム研究グループ）

遺伝子予測プログラム( )を改良し、処理速度を約 向上させた。特に のグGLocate 30% PC

リッド環境でイネの全ゲノム配列から予測を行った場合、一般的な サーバー 台で 時PC 4 6

間程度で処理が可能になった上、検索の精度は現時点で最も性能がよいと考えられる

Fgenesh GLocate 3 cDNAと遜色のないレベルであった。 の他に つの予測結果を組み合わせ、

マッピングによる同定の結果と比較した。完全長 によって同定された の転写cDNA 22,816

領域に加え、予測ならびに によって支持される の座位を新たに発見することがEST 6,941

出来た。遺伝子機能推定のため、遺伝子破壊株の発現パターン変化からネットワークを

推定し、出芽酵母において転写制御に関与する の因子を推定した。150

（５）イネゲノム統合データベース基盤の開発

中期計画：

、 、 、 、イネゲノム等に関する既存の染色体地図情報 配列情報と 塩基配列情報 遺伝子情報

機能情報等の異なる情報を有機的に連結する共通基盤技術を開発する。

①イネゲノムデータベースＩＮＥの改良（ゲノム研究グループ、分子遺伝研究グループ）

を中心とした自動アノテーションの充実と国際コンソーシアムのゲノム塩基RiceGAAS

配列を統合する役割を果たした。 については自動アノテーションという利点をRiceGAAS

活かしつつさらに高精度化を図ることができた。国際コンソーシアムのアノテーション

については全ゲノムのアノテーションを迅速に行い、イネゲノムの特徴付けを行った。

マニュアルアノテーションのシステムを完成し、イネの 本の染色体のうち、わが国担12

当分である 本の染色体上に整列化された完全解読 クローンのアノテーションを完6 1,798

了した。イネオントロジーの用語と用語間の関係定義を修正・整理し，それに合わせた
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ブラウザを開発した。また，オントロジーを利用してマイクロアレイ・データを解析す

るツールのプロトタイプを作成した。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

【主要成果】

イネの花芽形成誘導遺伝子であるEhd1遺伝子を単離し、花芽誘導において様々な環境信・

号を受け取る花芽形成信号統御遺伝子として機能していることを解明し 「植物の開花、

時期を促進する遺伝子Ehd1及びその利用」として特許出願した〔(1)① 。〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人24.1 11.2

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）280.2 34.4 236.3 9.5

31 IF 157.5 5.1 17 4【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

中期計画：

マップベースクローニングによるイネの有用形質に関与する遺伝子の単離・同定を進め

る。特に、出穂期、紫外線感受性、脱粒性及び粒形等に関与する遺伝子を単離する。

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離（分子遺伝研究グループ、生体高分子研

究グループ、ジーンバンク）

イネの開花時期を決定している遺伝子群についてそれらの発現経路における相互関係

を解析した。 及び による開花遅延は、その下流で働く遺伝子 の発現抑制さHd5 Lhd4 Ehd1

らにその下流の開花促進因子 あるいは の発現抑制によって引き起こされることHd3a RFT1

を明らかにした。紫外線感受性遺伝子 のゲノム候補領域を 程度に連鎖解析qUVR-1 200kb

によって限定した。脱粒性遺伝子 および粒幅に関与する遺伝子 の相補性検定qSH-1 qSW-5

を行い、候補遺伝子の機能を証明した。イネいもち病圃場抵抗性遺伝子 の単離を目pi21

的として，精密連鎖解析で特定した候補領域を含む罹病性品種日本晴の の 断片4.7kb DNA

を，抵抗性系統にアグロバクテリウム法によって導入した。 世代における接種検定のT1

結果，導入 断片を持つ個体の抵抗性が低下し，この 断片に 遺伝子が含まれDNA DNA pi21

ることが分かった。
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A： と の同定Ehd1 Hd1

B：品種T65の の変異(後代検定) C,D： の置換系統(白は比較対照)Hd1 Ehd1

図６ 新規イネ出穂関連遺伝子時期 の単離と解析Ehd1

（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

中期計画：

イネミュータントパネル(遺伝子破壊系統群)を利用して系統的に形態形成、品質等の遺

伝子機能を解析するための実験システムを開発する。

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（分子遺伝研

究グループ）

新たに約 系統の隣接塩基配列の解析を行い、破壊遺伝子のデータベース化した。こ700

れまでに得られていた塩基配列もあわせて、計算センターの クラスタを用いてイネゲPC

ノム塩基配列、及び、全生物のアミノ酸配列データセットに対して 検索を行い、BLAST

。 、 、 、データベース化した また より効率良く解析を進めるため 法の改良を行いTAIL-PCR

これまでの 程度の作業時間で同様の解析が行えるようになった。ミュータントパネル2/3

の中から得られた変異体の解析から、新規転写調節因子がジャスモン酸シグナル伝達経

路において負の制御因子として機能することを明らかにした。また、その遺伝子の変異

体では、病原菌に対する抵抗性が増強されており、今後、耐病性イネ作出への利用が考

えられる。 メチラーゼの変異体の解析から、転移活性を有する新規イネ・トランスDNA

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

中期計画：

ブタの椎骨数、肉質等に関与する量的形質遺伝子のゲノム中の存在領域を高精度に特定

し、 その部分塩基配列情報に基づいて遺伝子の単離を進める。カイコでは「大成」等の

抵抗性系統の品種を用いて、 抵抗性遺伝子等を単離する。DNV 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（ゲノム研究グループ）

第 染色体上の椎骨数 候補遺伝子で検出されたアミノ酸置換により、タンパク質間1 QTL

結合能が低下することが判明した。第 染色体の椎骨数 については商用品種の種雄豚7 QTL

の間で多様性が認められた。第 染色体背脂肪厚 領域の塩基配列の解析から、ヒトで7 QTL

は領域から離れた場所にある遺伝子がブタにおいて挿入されていることが明らかになっ

た。安定した発現システム開発では、インスレーターは個体レベルでも導入遺伝子の高

発現を誘起することがマウスで明らかになったが、次世代の発現個体割合は低かった。

また、完全長 ライブラリーよりブタ ζ鎖－η鎖遺伝子クロ－ンの塩基配列を決cDNA CD3

定した。推定アミノ酸配列は他の動物種との相同性が高く、特に機能的部位の配列はほ

とんど違いが見られなかった。

②カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離（ゲノム研究グループ）

カイコ濃核病ウイルスの感染性は複数の独立した完全抵抗性遺伝子によって決定され

ている。新たなウイルス選抜戻し交雑第 代( )を用いた連鎖解析と全ゲノム塩基配列1 BF1

1.4Mb 420kb情報により と 間の位置と距離を推定し 長の解析で の座位を、 、 、Nid-1 nsd-2 Nid-1

内に限定した。抵抗性に関わる中腸特異的な クローン 個を検索し、 つが近傍領cDNA 307 3

域に座位したが、いずれも連鎖領域外であった。候補遺伝子の解析用に、抵抗性、感受

性７系統の中腸 を調製した。候補遺伝子導入による組換え体での抵抗性検定とそのRNA

後の効率的検定に適した品種を選定するために、本抵抗性と 化性に注目して 品種を調2 4

べ、うち 品種を適当と判断した。2

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

中期計画：

イネ等の約 万種の発現遺伝子クローン(完全長及び部分長 )を収集し、マイクロア1 cDNA

レイ技術により、環境ストレス(病虫害、乾燥、高低温等)、又は特定の組織・器官にお

ける遺伝子発現のプロファイリングを行う手法を開発する。

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築（分子遺伝研究グループ）

32,000 cDNA 22Kこれまでに 種の完全長 クローンを収集し、その情報に基づき、昨年度

IRRI GCP Generation of Challengeオリゴアレイを開発した。 との共同研究から発展した (

)の予算を受け、ウイルス感染応答の遺伝子発現解析研究を、また日韓共同研究Program

予算で韓国農村振興庁農業技術研究所と共同で、受粉後 週間のイネにおける遺伝子発現2

の解析をイネ オリゴアレイシステムを用いて進めた。冠水ストレス応答研究は、重22K

要形質プロジェクト課題中止のため継続はできなかったが、現在論文を準備中である。

（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
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中期計画：

タバコ等の種々の生理的条件、又は特定の組織・器官等の形成における細胞内情報伝達

のメカニズムを明らかにするため、その過程に関与する遺伝子を単離し、解析する。

（ 、 ）①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究 生理機能研究グループ 遺伝資源研究グループ

植物に特徴的な タイプのカルモジュリン( )の病傷害シグナル伝達における機能を3 CaM

解明するため、各々の遺伝子の過剰発現タバコを作製し、形態と病傷害感受性を調査し

た。さらに、大腸菌で発現し精製したそれぞれの の キナーゼ活性化能を、ストCaM NAD

レス刺激前後の細胞内カルシウム濃度条件で調べた。その結果、各タイプの が細胞CaM

内環境変化に応じて異なる標的タンパク質を特異的に修飾することで病傷害応答に寄与

してい可能性が示唆された。また、病傷害誘導性のレセプター様キナーゼ( )が自己WRK

MAP WIPK, SIPKリン酸化能をもつこと 及び植物の病傷害応答に必須な キナーゼである、

の活性化に必要であることを明らかにした。

②葉等の形態形成機構の解析（分子遺伝研究グループ、新生物資源創出研究グループ）

イネの植物ホルモンのブラシノライド( )に応答する遺伝子群を明らかにするためBL

に、 マイクロアレー、 を用いてブラシノライド添加により発現量の変化する22K RT-PCR

遺伝子を調べ、 以上の 応答性遺伝子を見いだした。一方、活性酸素障害で形成され10 BL

る病斑様の表現型を示すイネ三染色体変異体の一タイプについても、機構解明のために

マイクロアレーで解析した結果、病害抵抗性遺伝子の特異的発現上昇が認められた。ア

シル転移酵素 過剰発現イネでも同様の擬似病斑が出現するが、実際にいもち病にOsAT1

抵抗性になっていることを明らかにした。

③生殖過程に関与する遺伝子群の解析 (新生物資源創出研究グループ、放射線育種場）

ナタネミトコンドリアゲノムにコードされるアミノ酸 以上の全タンパク質遺伝子あ150

るいはエクソン と つの 遺伝子について、その転写発現を 法により解析し50 3 rRNA Northern

た結果、 遺伝子以外はすべて転写されており、 の転写ユニットが確認された。また、5 34

、 、これらの遺伝子をスポットしたマクロアレイ解析を行い 法による結果と照合しNorthern

bHLHアレイの有効性を確認した。 の柱頭で強く発現する遺伝子としてBrassica oleracea

型転写因子、 トランスポーター等を単離した。また花芽生育の初期から柱頭で強いABC

発現を示す遺伝子 を単離した。またシロイヌナズナで最も に相同性が高いsub58 BoARC2

遺伝子 の 形質転換体を作成したが、表現型の変化は見られなかった。At5g67340 RNAi

（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

中期計画：

クロマチン構造変化をもたらす諸要因、 メチル化に影響を及ぼす諸要因、メチル化DNA

の影響を受ける遺伝子群等に着目して、遺伝子発現の高次調節機構を解明する。

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（分子遺伝研究グループ、新

生物資源創出研究グループ）

外被タンパク質遺伝子導入タバコは 遺伝子座に導入された 系統を確認した。キュウ1 2

リは 再分化個体で を、 系統で 反復配列を確認した。スイカでは 再分化個56 NPTII 12 CP 47

体で を、 系統で 反復配列を確認し、ウイルス抵抗性を示す 系統を確認した。NPTII 28 CP 2

ウリ科作物ではキメラ解消のため選抜の段階で 回以上側枝の誘導を行う必要があり、選4

抜マーカー遺伝子だけではなく導入遺伝子の有無を確認する必要があることが明らかに
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なった。 種の それぞれの 系統で特異的な の消失を確認し、サイレ2 OsMOM1 RNAi mRNA

ントマーカー系統との交配を行った。染色体置換系統を用いた 個体で検出された遺伝F1

子発現の変化と雑種強勢との明確な関連は見られなかった。

②メチル化部位のゲノムマッピング（分子遺伝研究グループ）

を用いた制限酵素ランドマークゲノムスキャニング( )法により、 シMspI/HpaII RLGS

ロイヌナズナの エコタイプ( )の合計で 個( )のメチル化スポットが検出3 Col, Ler, WS 4 6%

できた。また、ゲノムシークエンスデータベースを活用し、 で スポット( )の同Col 18 90%

定が可能であった。さらにメチル化多型サイトが、合計 サイト( )検出された。これ9 17%

により エコタイプのメチレーションコンパラティブマップを作成した結果、 との系3 Col

統関係が近い においてメチル化サイトの類似傾向が示された。一方、イネについてもLer

日本晴のゲノムシーケンス情報を活用しながらゲノムメチレーション解析を進め、 サ30

イト以上のメチル化サイトをマップした。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

【主要成果】

・イネ幼苗期の低温耐性と茎葉伸長に関与するカルレテキュリンを単離した。そのカルシ

ウム情報伝達系において相互作用するタンパク質あるいはカルシウム依存性プロテイン

キナーゼ遺伝子群は遺伝子導入により茎葉伸長の制御あるいは低温耐性を付与可能であ

る〔(1)① 。〕

・チーズの製造に優れた凝乳酵素の一つであるキノコ由来アスパラギン酸プロテアーゼの

X線結晶構造解析により、本酵素に特有なアミノ酸認識部位など基質認識機構に関する立

体構造情報を得た〔(2)① 。〕

・イネゲノムプロジェクトによって得られた遺伝子情報や完全長cDNA等を活用し、学術上

または、農業・産業上の重要性が想定されるタンパク質の立体構造をX線結晶解析法や溶

液NMR法により解析し、あわせて22種類のタンパク質の立体構造構造を決定し、それらの

分子機能を明らかにした〔(2)③ 。〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人13.6 6.0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）181.6 26.8 149.8 5.0

35 IF 119.6 3.4 8 4【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

中期計画：

プロテオーム解析手法の活用により、遺伝子産物であるタンパク質を解析して データ

ベ ースを構築するとともに、リン酸化等の翻訳後修飾を介するタンパク質・遺伝子のネ

ットワークを解明する。

① （分子遺伝研究グプロテオーム解析技術による植物ホルモンやストレス情報伝達機構の解析

ループ、新生物資源創出研究グループ）

既に公開したデータベースについて約 個のタンパク質を更新し、完全長 情6,000 cDNA

報とのリンクを図った。プロテオームあるいはマイクロアレイ手法で既に検出したジベ

レリン・ブラシノステロイドの下流にある遺伝子・タンパク質の機能を解析し、地上部

においてピルビン酸脱水素酵素キナーゼ、地下部においてアルドラーゼが糖代謝系を介
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して、イネの茎葉伸長や根の成長に関与していることを、生化学的・分子生物学的に明

らかにした。カルシウム依存性プロテインキナーゼによってリン酸化されたカルシウム

結合タンパク質のカルレテイキュリンは、 種類の相互作用するタンパク質( と2 CRTintP1

)を介して、イネの低温耐性及び茎葉伸長に関与していることを形質転換イネ作CRTintP2

出により明らかにした。

②タンパク質情報のデータベース化（ゲノム研究グループ）

昨年度、プロトタイプのタンパク質データベースを作成した。今年度は、本プロジェ

クトで得られた 個の新規なタンパク質構造情報をデータベースに入力するとともに、10

PDB 16 2 4 527に 年 月以降に登録された 件の情報及びイネ以外の主要植物のタンパク質情報

件を収集し、データベースに入力した。また、イネ完全長 データベース( )でcDNA KOME

公開されている完全長 約 件の配列データを、遺伝研で公開されている配列デcDNA 32,000

ータ解析ツール＆データベースである で解析し、予測された 次構造情報及び立体GTOP 2

構造情報等の膨大な情報を本データベースから公開した。本データベースは、 デKOME

ータベースをはじめとするイネゲノムプロジェクトデータベースにリンクされている。

（２）タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

中期計画：

Ｘ線結晶解析、 (核磁気共鳴)その他の物理化学的手法や部位特異的変異導入等を利NMR

用して、アミラーゼ等の酵素や光合成電子伝達系タンパク質複合体等の立体構造形成、

機能発現機構を解明する。また、機能未知の遺伝子産物の機能を立体構造解析に基づい

て推定する。

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（生体高分子研究グループ）

糖質分解酵素についてはα ガラクトシダーゼ、土壌細菌イヌリン分解酵素等のネイテ-

ィブ結晶、リガンド複合体の 線回折データを収集した。放線菌由来キシラナーゼのキX

メラ変異酵素の結晶構造を決定し、酵素特性を解明した。蛇毒関連タンパク質では、

インテグリンα ドメイン複合体及び の構造を明らかにした。また、放線EMS16/ 2-I VEGF

菌由来キチン輸送 トランスポーターの糖質結合蛋白質、ミミズ由来ガラクトース結ABC

合レクチン等の結晶化を行い 線データを収集した。さらにキノコ由来アスパラギン酸X

プロテアーゼについては、 Åの高解像度の 線結晶構造を決定し、水素・水和を含め1.3 X

た活性発現機構を解明した。
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図７(上) キノコ由来アスパラギン酸

プロテアーゼの結晶

図８(右) キノコ由来アスパラギン酸プロテ

アーゼの結晶構造リボンモデル

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（生体高分子研②

究グループ）

イネキネシンモータードメイン様タンパク質結晶の立体構造(ADP-Mg結合型)をX線解析

により決定した。新規Gateway対応発現ベクター3種類を構築して任意に導入した

protease siteの組合せとともにタンパク質発現・精製条件を検討し構造解析用試料を提

供した。イネ赤色・遠赤色光受容体PhyAのPAS1相当領域のNMR立体構造を決定して機能を

考察した。得られた結果をPhyBの結果と比較検討し、両者の2量体化機構に相違があるこ

とを解明した。植物カルモジュリンCaM1についてNMRシグナル帰属を完了し立体構造を計

算中である。NMR滴定実験によりCaM1とMAPK phosphatase Iの相互作用機構を検討した。

プラスチックチューブを用いた非変性二次元電気泳動の泳動条件に関する検討を行った

結果、ネィティブ電気泳動等における分離については改善することができた。

ＮＭＲ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③

（生体高分子研究グループ）

ジブロック共重合ペプチドGlu12-Ala12のへリックス－コイル転移機構をCDとNMRを併

用して解析した。構造転移はへリックス構造の端から１残基ごとに順次起こること、転

移に伴う1残基当りのエントロピー変化はGlu残基で1.03、Ala残基で0.88 kcal/resであ

、 。ること Ala残基に比べGlu残基はへリックス構造核の形成能が低いことを明らかにした

膜に結合することでへリックス構造を形成するペプチドについて大量発現系の構築を試

みたが発現系への導入が確認できなかった。現在その原因を検討中である。フジツボの

水中接着タンパク質Mrcp-20kについてNMR解析を行い、アミノ酸配列における繰り返し単

位と立体構造の対応、常磁性金属との結合など構造上の特徴を明らかにした。その構造

は計算中であるが、分子全体の立体構造は他に例のない新規なフォールドであることが

示唆されている。

（３）計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発

中期計画：

生理活性物質結合タンパク質等の構造・機能をホモロジーモデリング、ドッキングシミ

ュレーション等により解析するため必要なデータベースを構築する。また、タンパク質
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のアミノ酸配列に基づいてその立体構造、機能を推定する新たな手法を開発する。

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（ゲノム研究グループ）

構造最適化された エリスルロース還元酵素( )－基質複合体構造において、基質認D- ER

識に関わると考えられる水素結合形成部位は ヶ所観察されたが、四量体カルボニル還元4

酵素－基質複合体では活性中心の ヶ所であった。この水素結合サイト数の違いが２つの1

ER Short Chain酵素の基質認識(結合性)の差に対応しているものと考えられた。また、 は

( )ファミリに属するタンパク質であるが、このファミリに属Dehydrogenase/reductase SDR

するタンパク質の立体構造はこれまでに四量体( 種)、二量体( 種)の 種類の分子種が報4 6 2

告されている。これらのタンパク質分子に対して、溶媒接触表面積( )を利用して会ASA

合面を検出したところ、四量体ではどのタンパク質においても同じ分子表面を利用して

、 。会合し 二量体の場合は四量体で用いられる 種類の会合面のいずれかが利用されていた2

このことから ファミリタンパク質は四量体における 種類の会合面によって多量体をSDR 2

形成する特性を保持したまま、各酵素へと進化したものと考えられた。

（４）糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明

中期計画：

糖質性エリシター及びその結合蛋白質の構造を解析し、活性酸素生成や遺伝子発現等の

防御反応に至るシグナル伝達機構を解明する。

①糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明（生体高分子研究グループ、

新生物資源創出研究グループ）

イネにおいてキチンエリシター結合タンパク質遺伝子の発現を抑制するとエリシター

に応答した過酸化水素生成、遺伝子発現が有意に抑制されたことから、本タンパク質が

エリシターの受容体と結論した。デキサメサゾン誘導系とマイクロアレイにより、エリ

シター応答性 ファミリー遺伝子 が制御する遺伝子を 種類に絞った。エリGRAS CIGR1/2 10

シター応答性ユビキチンリガーゼ とユビキチン結合酵素 の相互作用様式をEL5 OsUBC5b

解明し、それを基に作成した の機能破壊遺伝子の強発現の結果から、 は冠根及びEL5 EL5

側根形成に重要な役割をもつことを示した。日本晴液体培養細胞にイネイモチ病菌胞子

を接種すると、真性抵抗性遺伝子( )に依存した過酸化水素生成、非病原性遺伝子にPi-a

依存しない過酸化水素分解活性が認められた。

４）植物における生命現象の分子機構の解明

【主要成果】

・トウモロコシ由来のショ糖合成の鍵酵素、ショ糖リン酸合成酵素遺伝子をジャガイモ(品

種メークイン)に導入した結果、組換えジャガイモの収量は対照(非組換えメークイン）

に比べて有意に向上しており、食味に直結する塊茎のショ糖含量は対照の2倍に増加して

。いた (2)② )〔 〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人8.9 6.0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）103.0 30.5 60.5 12.0

10 IF 38.6 3.9 2 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）
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（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

中期計画：

光合成器官の光形態形成機構を明らかにするため、光シグナル受容体とその下流に展開

する光シグナル伝達系の構成成分の遺伝子を網羅的に単離し、光合成の機能制御に関与

する遺伝子を同定・解析する。また、光合成効率に大きく寄与すると考えられている光

化学系の構築と解体に着目し、関与する葉緑体局在性の調節因子の同定を行い、その作

用機作を解明する。

①光合成機能発現制御因子の作用機作の解析と相互作用タンパク質の同定（生理機能研究

グループ）

イネの光に対するシグナル伝達と反応の概要を明らかにするため、酵母 法をtwo-hybrid

用いたイネの光シグナル伝達系構成成分間の相互作用解析と、変異型 タンパク質をCOP1

発現する形質転換イネの表現型解析を行った。酵母 解析では、シロイヌナズナtwo-hybrid

の研究で明らかにされていた相互作用( など)がイネ相同遺伝子COP1-CRY1, PHYA-NDPK

産物間にも存在することが明らかとなった。また、 のＮ末端領域とＣCOP1-COP8, PHYC

末端領域間など、これまでには知られていなかった新たな相互作用の存在も見いだされ

た。変異型 タンパク質を発現する形質転換イネでは、暗所における光合成器官形成COP1

が抑制されないことから、この抑制機構に が関わることが分かった。光化学系ⅡのCOP1

構築に関与する調節因子、葉緑体局在性タンパク質分解酵素( )の作用機作を明らかCtpA

にするために、酵素と基質の相互作用を分子レベルでシミュレーションし、基質との相

互作用に重要なアミノ酸残基を推定した。

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

中期計画：

光合成型を 型と 型との間で変換するモデル植物(エレオカリス)を用いて、光呼吸をC3 C4

初めとする炭素代謝の制御機構を解析するとともに、 植物にも存在している 光合成C3 C4

関連酵素について、センス・アンチセンス形質転換イネを作出し、 光合成や炭素代謝C3

における 光合成関連酵素の役割を明らかにする。また、出穂期葉鞘におけるシンク・C4

ソース変換に関与する遺伝子群の網羅的な単離と機能解析、登熟初期におけるデンプン

蓄積制御機構の解析、転流に係わる形質の量的形質遺伝子座( )解析等を行う。QTL

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（生理機能研究グループ）

植物であるイネがもつ 光合成関連酵素遺伝子を探索し、その機能を明らかにするC3 C4

とともに、 中間光合成における光呼吸抑制の遺伝機構の解明を目指している。イC3-C4

ネ光合成器官のプロテオーム解析により、穎花と稈は疑似 光合成が行われている可能C4

性を示す共通の特徴をもつことが分かった。イネは新規の特徴をもつホスホエノールピ

ルビン酸カルボキシラーゼ( )遺伝子をもつことを明らかにした。形質転換による本PEPC

酵素の発現解析と機能解明に向け、ゲノム遺伝子を単離し遺伝子導入用コンストラクト

を作製した。エレオカリスの解析結果を踏まえ、 中間種を種子親、 種を花粉親C3-C4 C3

としたゲノム構成が異なる交雑植物の光合成特性を解析し、葉の内部構造や光呼吸酵素

C3-C4 C3の発現様式はゲノム構成比に従い遺伝することを明らかにした また 中間種と。 、

種との自然交雑の事例を見い出した。

②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（生理機能研究グループ）
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植物の転流、糖代謝を決定する機構を生理学、遺伝学及び分子生物学的に解明し、人

為的制御に向けた知見を得ることを目的とする。複数の遺伝子座( )を導入することQTL

により、コシヒカリの台風に対する倒伏耐性及び収量特性を同時に向上させることに成

功し、その決定機構を明らかにした。 植物のイネから、 植物の維管束鞘細胞の葉緑C3 C4

体分化に関与する遺伝子のホモログ( )を単離し、発現特性を明らかにした。出穂OsBSD2

期葉鞘において発現量が変動する遺伝子群を同定し、澱粉合成や細胞の分裂伸長等の生

理機能に関わっていることを明らかにした。イネの プロテインキナーゼを構成する３SK

種類のサブユニット( )の全遺伝子を単離し、全ての組合せで相互作用を確認しα β,γ,

た。ショ糖合成の鍵酵素である 遺伝子の導入が、ジャガイモの品質ならびに収量特SPS

性を向上させることを圃場レベルで明らかにした。

図９ 組換えジャガイモ(Ag1203)とコントロール(メークイン)の総収量並びに塊茎一個当

***は0.1%, *は1%有意。括弧内はコントロールを100とした際の相対値)たりの生体重(

（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

中期計画：

ペチュニアから単離しているジンクフィンガー型転写因子の遺伝子の機能を形質転換植

物を利用して解析することにより、枝分かれや矮性化、さらに花器官の分化発育等形態

形成の制御機構を明らかにする。また、新たにイネから有用な機能を持つ転写因子を単

離し、その利用法の開発に取り組む。

①植物の形態形成を制御する転写因子の機能解析（生理機能研究グループ）

花器官等の形態形成及び稔性制御において重要な役割を果たす転写因子の遺伝子の発

現及び機能の分子機構を解明することを目的とした。花器官形成を制御する(内在性）

の発現が、対応するゲノム 配列の導入によって、エクトピックに発現誘導pMADS3 DNA

される現象において、 イントロン２配列が導入遺伝子に含まれることが必要でpMADS3

あることがわかった。形質転換体に イントロン2配列のアンチセンス が検出pMADS3 RNA

され、エピジェネティック制御のシグナル 分子生成への関与が推測された。RNA

キメラ遺伝子のペチュニアへの導入によって、組換え遺伝子拡散防止に有SK2::ZPT2-10

効な導入遺伝子依存性不和合性 が発現する現象において、形質と導入遺伝子とが遺(TDI)

伝的に連鎖していることが確認された。 における不和合性の原因は花粉管伸長過程TDI

ではなく胚発生過程での異常であることがわかった。

（４）原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析
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中期計画：

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構造を明らかにするとと

もに、受容体変異を利用してオーキシン情報伝達経路を解明する。

①原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析（生体高分子研究グループ）

原形質膜に存在するオーキシン受容体が可溶性のオーキシン結合タンパク質( )とADP1

膜タンパク質から構成されているが、この膜タンパク質は明らかにされていない。そこ

で、光親和架橋法をもちいて調べたところ、分子量 及び の膜タンパク質が特36kDa 75kDa

異的に のカルボキシル末端ペプチドと架橋することが分かった。ABP1

５）動物における生命現象の分子機構の解明

【主要成果】

・形質転換クローン豚の作出の際の細胞への遺伝子導入及び選択の過程を可能な限り

、 、 、短縮するため 胎子から採取した細胞を培養せずに 直ちに発現ベクターを導入し

さらに、ピューロマイシンにより、導入細胞を短期間に選択し、顕微注入法により

クローン豚を作出することに成功した ③ 。〔 〕(1)

・昆虫の変態を性御する幼若ホルモン( )の作用機構を解明するため、 を分解するエスJH JH

テラーゼ( )を過剰発現する形質転換カイコを作出した。形質転換幼虫は を過剰発JHE JHE

現した。３齢まで正常に発育した後、早熟変態や変態異常が起こし、胚発生から３齢へ

の脱皮までの期間は が必ずしも必要でないことが示された ( )② 。JH 4〔 〕

・カイコを材料に昆虫の摂食行動に関与する大顎閉筋運動ニューロン機能を細胞内電位記

録により解析したところ、咀嚼運動をつかさどる大顎閉筋運動ニューロン群は機能的に

と の タイプに分かれ、また、咀嚼運動は糖刺激によって活発になることが分かfast slow 2

った ( )② 。〔 〕6

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人52.1 13.4

研究資金： 万円（交付金 、受託 、科研費等 ）401.5 201.6 165.3 34.6

46 IF 68.9 1.5 19 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

中期計画：

マウス胚性幹細胞( 細胞)と支持細胞等の相互作用等に着目して、 細胞の樹立、増殖ES ES

及び分化を制御するタンパク質因子について解析する。また、発生・発育過程において

鶏の生殖巣キメラ作製やインシュリン関連物質の受容体の構造等を解明するとともに、

その発現様式や転写制御、シグナル伝達に関わる レセプター遺伝子等の生理・形態IGF-1

形成関連遺伝子の発現様式について解析する。さらに、ウシ体細胞等培養細胞の遺伝子

改変を目的とする効率的な遺伝子導入法と薬剤選抜法を開発するとともに、培養細胞の

核移植によるクローン個体を作出する。胎盤形成における細胞の分化増殖に関しては、

サイトカイン等の機能を解析するとともに、子宮、胎盤由来細胞を用いた生体外再構築

組織の作成法の開発に取り組む。

①マウスをモデル系としたＥＳ細胞等の増殖及び分化制御要因の解析（発生分化研究グル
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ープ）

細胞亜集団間のオリゴアレイ解析により、これまで初期発生等における機能が明らES

、 。かでない 遺伝子を検出し ( )と名付けた24 Ppet PECAM-1 Positive ES cell-derived Transcripts

また、亜集団間にはゲノム のメチル化状態に差があることが判明した。 遺伝子DNA Ppet

群の組織における発現を調べたところ、アレイの上位にランクされた遺伝子群は、生殖

腺や骨髄などに組織特異的発現を示す傾向があった。また、 遺伝子は胚盤胞で発現が認6

められ、一部は内部細胞塊に特異的発現を示した。 細胞亜集団と 細胞の関連を検討ES SP

した結果、 細胞は 分画に 倍濃縮されているが、他の分画にも存SP PECAM-1+SSEA-1+ 3-4

在することが判明した。分画 細胞をドナーとして核移植胚を作出し、遺伝子発現解析ES

( )した結果、いずれの遺伝子も核移植胚における発現は増加oct3/4, nanog, rex1, collargen4

するが、ばらつきも拡大することが判明した。また、 の発現量は分画の未分化性とnanog

相関していた。

②ＩＧＦ-1レセプター遺伝子等の転写制御やシグナル伝達に関わる生理・形態形成関連遺

伝子の発現様式の解析（発生分化研究グループ）

IGF2 9kb 4 cDNA受容体(全長約 )を部分的に増幅するプライマーを セット作製し、ブタの

を鋳型とした 増幅を試みた結果、およそ ～ の領域の増幅と塩基配列決定PCR 7,200 8,000bp

を行うことができ、ヒトやラットの 受容体と高い相同性を示した。また、ニワトリIGF2

ミトコンドリア の ループ領域の多型を利用し、特定の集団ではあるものの、白色DNA D

レグホン種と横斑プリマスロック種を で識別する技術を開発した。また、このタイPCR

ピングの精度に影響する要因を明らかにした。この技術を用いてキメラニワトリ作製の

際のドナー細胞のレシピエント胚における動態の解析を行った。さらに、胚盤葉細胞や

始原生殖細胞の移植によって作出した雄キメラニワトリが生殖系列キメラであるか否か

DNA PCR PCRについて 精液より採取した の 解析で判断できることを明らかにした この、 。

の結果は、実際の交配実験の結果とよく一致した。

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（発生分化研究

グループ）

ブタの補体制御因子の一つである ( )は、異種移植にDAF Decay Accerelating Factor, CD55

おける超急性拒絶反応の抑制に一定の効果を上げてきた。しかし、これまで開発された

ブタは、何れも の発現量が低い問題点があった。本年度、ヒト 遺伝子導入後、DAF DAF

セルソータを利用して を高発現している細胞を選択した。選択した細胞を用いて核DAF

2 DAF移植を行った結果、 頭のクローンブタが誕生した。これらのクローンブタにおける

の発現量は、従来よりも 倍以上高かった。10

図10 Flowcytometry解析によるヒト血管内皮細胞とのヒトDAF発現比較
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表９ ヒトDAF発現細胞を用いた核移植成績

試験 供試卵 核移植後生存 移植クローン 仮親の 妊娠した 産子数 離乳後

回数 子数 卵子数 胚数 頭数 仮親の頭数 ( ) 生存数( )% %

( ) ( )9 3,056 2,470 1,711 11 1 2 1.2 1 50

④ウシ胎盤細胞の分化増殖及び再構築要因の解析（発生分化研究グループ）

ウシの栄養膜細胞が産生する特異分子を検索し、 βファミリータンパク質の遺伝TGF

子クローニングと組換えタンパク質の作製を実施した。マイクロアレイ解析から、胎盤

に特異的に発現する新規遺伝子を見い出し、完全長 をクローニングして組換えタcDNA

ンパク質を作製した。このタンパク質はプロラクチン関連タンパク質であることが判明

し、プロラクチン関連タンパク質 ( )と命名して報告した。 βファミリー-VII PRP-VII TGF

タンパク質の一つである、骨形成タンパク質 ( )の組み換えタンパク質を作製し-4 BMP-4

た。 についても をクローニングして発現ベクターを構築し組み換えタンパBMP-15 cDNA

ク質生産の基盤を整えた。

（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

中期計画：

脂肪細胞等の細胞株を樹立し、細胞分化モデルを確立し､細胞の増殖・分化に関する生体

内因子の検索と有用遺伝子の単離を行うことにより、脂肪交雑形成機構等の解明を進め

る。また、動物の成長、発育、成熟、体構成決定等に関与する細胞表面、細胞内、核内

受容体及び内分泌物質生成に関与する遺伝子の単離を行うとともに、遺伝的表現型の変

異とこれらの遺伝子における変異との関係を解明する。

①脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明（生体機能研究グループ）

動物細胞の機能特性を有効活用する培養技術を開発するために、細胞の培養担体に組

、 、 。織切片 ゲル薄膜 及び繭糸構造体を利用した培養モデルを構築して有用性を検討した

組織切片については、マウスに四塩化炭素で軽度の肝障害を惹起した後の様々な再生過

程にある肝組織を用いて作製した切片担体上でマウス 細胞株を培養し、特定時期の再ES

生肝組織の切片にのみ 細胞をアルブミン発現細胞へ分化誘導する活性があることを見ES

出した。ゲル薄膜については、ゲルの構成成分を改良して毒性評価に有用なラット初代

肝細胞の機能維持培養を検討し、Ⅳ型コラーゲンゲル薄膜上でアルブミン分泌を指標に

アセトアミノフェンによる肝細胞障害の評価に成功した。

②発育、成熟等に関与する因子の探索及び同定（生体機能研究グループ）

ウシインプリンティング遺伝子に関して、マウス等で母性発現することが知られてい

る 及び に関し、ウシ塩基配列を明らかにし、 がウシにおいても母性発現すH19 GTL2 H19

GTL2 CYP 4 CYP3Aること、 が片親性発現することを明らかにした。ブタ に関して、 種の

分子種の遺伝子発現が誕生後急速に増加すること、それらが転写因子の発現と密接に関

係していることを明らかにした。コレステロール( )生合成酵素遺伝子の硝酸鉛によるCh

発現変動には臓器差があること、臓器中の 量はそれら遺伝子の発現変動に依存するこCh

とを明らかにした。脂質代謝に関しては、ブタ前駆脂肪細胞の脂肪細胞への分化段階に

おける遺伝子発現変動を解析した。ブタ 遺伝子について、疾病群では 塩基欠損型Mx1 11

の割合が高かった。ニワトリにおけるマイコプラズマ非感受性責任ローカスが新たに２

つ特定され、その領域がクローニングされた。ブタ筋肉中脂肪量の責任遺伝子解明のた
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めプロテオーム解析を開始した。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び繁殖中枢調節機構の解明

中期計画：

、 ）ウシ ブタの脳定位固定装置・脳定位手術用機械等の開発と脳の三次元地図(脳アトラス

の作成を行うとともに、脳のストレス反応と本能行動発現系の関連性に着目し、これら

を制御する大脳辺縁系(特に、扁桃体、海馬)と視床下部の神経・ホルモン性調節や自律

神経系の調節機構等を解析する。また、繁殖活動の調節に関わる視床下部ホルモンの分

泌活動のモニタリング法を確立し、家畜の繁殖機能制御機構を解明する。

ウシ、ブタの脳定位固定装置の開発及び大脳辺縁系・視床下部による生体機能調節機構の解①

）析（生体機能研究グループ

ウシ、ブタの脳定位固定装置開発及びアトラスの作成状況については終了し、これを

用いて生理的条件下のレプチンの分泌動態により近づけるため、レプチンを 時間にわた2

り一定速度でウシの第 脳室に注入したが、対照群に比べ、レプチン注入群における血中3

成長ホルモン濃度に有意差は認められなかった。ブタの卵巣(黄体)に発情周期を通じて

インターロイキン( ) 、 ならびにそれらの受容体が存在することを明らかするとIL -4 IL-6

ともに、 と が黄体のステロイド分泌を抑制することによって、繁殖機能制御IL-4 IL-6

に関与していることを示した。非拘束安静状態でブタの鼻に強い匂い刺激を与えると、

海馬の自発性電気活動の振幅が減衰することから、強い匂い刺激はブタの海馬における

神経活動を抑制あるいは脱同期させる可能性が示された。

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及び末梢性因

子解明（生体機能研究グループ）

反芻動物の繁殖機能を調節する神経機構を明らかにするため、繁殖機能に抑制的に作

用する因子として低栄養に、促進的に作用する因子としてフェロモンに着目し、シバヤ

ギあるいはウシを用いて実験を行い、以下の結果を得た。シバヤギでは低栄養時に上昇

するケトン体が栄養状態を中枢に伝えるシグナルとして機能し、脳内で繁殖機能制御中

枢の活動を抑制することが示唆された。また、シバヤギを含めた高等哺乳動物のフェロ

モンの受容・処理機構は、齧歯類のそれとはかなり異なっていることが示唆された。さ

らに、ウシ鋤鼻器の培養系を用いたカルシウムイメージング法は、ウシフェロモンの生

物学的検定系として利用できる可能性が示された。

（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

中期計画：

ヒメミミズ等の発生分化に関わる主要な関連遺伝子の探索同定、カイコの脱皮変態時に

ホルモン活性物質によって発現が誘導される主要な遺伝子やタンパク質の単離とその発

現機構や情報伝達機構の解明、斑紋等の組織形成に関わるタンパク質の単離とその動態

解明等に取り組む。

①ヒメミミズ等の発生分化及びカイコの生殖系列形成体等に関わる主要遺伝子の単離と遺

伝子機能解析系の構築（発生分化研究グループ）

ヒメミミズ等の無脊椎動物には、高等動物では決して見られないような特異的な生殖
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・発生様式をもつものが少なくない。このような生物から、その特異機能に関わる遺伝

子を単離、解析することは、新産業創出のための重要な基礎となる。今年度は、単為生

殖を行うカブラハバチから、卵減数分裂の停止に関わる 遺伝子と生殖細胞形成に関c-mos

わる 遺伝子のホモログを単離し、また、著しい再生能力をもつヤマトヒメミミズかvasa

らは、再生芽形成期に強く発現する遺伝子を新たに つ単離した。ヤマトヒメミミズから3

1 2単離した遺伝子のうち つはプリン合成に関わる既知の酵素をコードしていたが 他の、 、

つは未知の蛋白質をコードする新規遺伝子であった。

②カイコの脱皮・変態時にホルモン活性物質により発現が誘導される主要遺伝子・タンパ

ク質の単離とその機能解明（発生分化研究グループ、生体高分子研究グループ）

幼若ホルモン( )アナログのメソプレンで 分間処理することで キナーゼがリンJH 10 MAP

酸化されたことから、膜レセプターの存在が示唆された。カイコ エステラーゼを過剰JH

発現させる形質転換個体の作出に成功し、その個体では早熟変態が誘導された。カイコ

ゲノム情報をもとに、昆虫では新規の神経ペプチド遺伝子を単離した。新規の前胸腺抑

Bommo-myosuppressin 3 JH制ペプチドである をカイコ脳から単離した。培養細胞から 種の

。 。誘導性遺伝子を単離した 緑きょう病菌の脱皮ホルモン不活性化酵素を単離・同定した

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

め、 装置を利用し、より微量なタンパク質の同定を進めた。TOF-MS

図11 幼若ホルモンエステラーゼが胚期より過剰発現した個体の発育異常

cm３齢における幼虫・蛹中間体(左),3齢早熟変態蛹(中央),5 バーは1齢を経た正常蛹(右),

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（発生分化研究グループ）

カイコの、脱皮期を気門周辺の を指標とした により 段階に分け、真皮細apolysis index 9

胞数の変化をフローサイトメーターにより測定した。細胞数は 期に一度減少すindex D2

るがその後もう一度上昇し、 期に再び減少した。細胞数減少の原因としてアポindex E2

トーシスを考え 法により検出を試みたが、陽性反応は得られなかった。各倍数化TUNEL

細胞の数と体重について相関を調べたところ、 以上の高倍数性の細胞との間に高い相8C

関が観察され、 齢期の急激な体サイズ増大に高倍数性の細胞の増加が重要な役割を果た4

していると考えられた。また、アワヨトウには、 齢期間が 日と 日の個体が存在するた5 2 3

め、両型のエクダイソンの消長と核相の増加を比較した。核相の増加は 日型ではエクダ2

イソンの上昇時に起こっているのに対し、 日型では上昇前に起こっていた。このことか3

ら、 齢(終齢)脱皮を引き起こすエクダイソンの増加と核相の増加とは直接的には関与し6
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ていないものと推測した。

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

機能及び多様性の解析

中期計画：

昆虫等のフィブロイン遺伝子、尿酸合成、エクジステロイド受容機構等の生理機能に関

わる遺伝子を単離し、構造解析を行うとともに、その種内、種間比較を行うことによっ

てその多様性の解析を行う。また、カイコ間性系統についても連関解析を行い、間性関

連遺伝子の解明に取り組む。

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析（昆虫適応遺伝研究グループ、昆虫生産工学

研究グループ）

間性突然変異の系統内変異の遺伝解析のため、間性 系統、 、 について、それ2 Isx Isx-2

ぞれ間性個体の外部性徴が雌あるいは雄に近い個体をそれぞれ 方向に選抜し、交配ある2

いは単為発生で後代を得る実験の繰り返しにより、ある程度の選抜効果が認められた。

、 。これは 母親として用いた個体の間性性徴程度が遺伝する傾向があることを示している

間性突然変異遺伝子を探索する目的で、サブトラクションで得られたクローンの周辺約

を含む クローンの塩基配列を調べ、サブトラクションクローンの配列を含む約13kb BAC

の領域に未知の塩基配列を検出した。この領域を 等のソフトウェアで解1.7kb GENSCAN

析したところ、複数の 構造の存在が、すなわち何らかの遺伝子の存在が期待さexon-intron

れた。

②フィブロイン遺伝子、カルボキシエステラーゼ遺伝子等に着目した昆虫生理機能関連

遺伝子の単離と分子進化学的解析（昆虫適応遺伝研究グループ）

の転移活性検証を試みたところ、塩基配列に違いのない (トランスポOrgandy Organdy3.0

ゼイスをコードする)が、異なる 系統の独立な サイトから単離された。この事実は2 3

が転移能を有することを強く示唆する。カイコの家畜化に関わるゲノム構成Organdy3.0

の変化を検証するために、カイコのゲノム情報をもとにモリブデン補酵素硫化酵素遺伝

子( )を日本産クワコより で増幅し解析した。トビイロウンカのカルボキシルエスog PCR

テラーゼ( )の活性と有機リン剤抵抗性については、新たに系統を作出し詳細に検討しCE

た結果、誘導を受ける以前の 活性と抵抗性には正の相関があることが示された。CE

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

（昆虫適応遺伝研究グループ）

カイコ 突然変異では つの対立遺伝子において の に変異があることが明w-3 2 Bmwh3 ORF

らかになった。 及び の原因遺伝子単離を目指した サブトラクションでは、 とoa og cDNA oa

同じ染色体上にあり、かつ 突然変異体において発現量の低下しているクローンを得たoa

、 、 。が 座位が異なっていたため この手法の選択が妥当であったことを示すにとどまった

脱皮ホルモン受容体( ) アイソフォーム特異的領域による転写活性可能を唾液腺、EcR B2

脂肪体、グリア等において検出することに成功し、新たに構築したレポーター系の有用

性が確認された。また、 法による解析の結果、配偶子形成の過程でメチル化パターPAM

ンが再構築されることがカイコでも明らかとなり、メチル化が妊性に関与している可能

性が示唆された。

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

した味覚受容伝達系の解明
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中期計画：

光学的測定法を用いた匂い刺激によって生じる昆虫脳の触角葉、キノコ体の神経活動、

神経回路網レベルでの神経活動の変化の解明を行うとともに、カイコ等の味覚感覚器や

感覚細胞の電気生理的解析と情報受容分子の検出を行い、活性物質の分析手法の開発と

その機能を解明する。

①昆虫の触角葉及びキノコ体における匂い情報の伝達・処理機構の解明（生体機能研究グ

ループ）

触角葉の複数の神経細胞のスパイク活動の相互相関を解析し、匂い刺激によって抑制

。 、性の機能的結合が細胞間に形成されることを新たに見出した この抑制性の機能結合は

局所介在神経細胞の抑制性神経伝達物質 を介したシナプス入力によって形成されGABA

ると考えられる。さらに、触角葉、キノコ体の神経細胞集団の活動によって生じる集合

電位(局所フールド電位： )を記録し、触角葉のスパイク活動との相互関係を解析しLFP

LFPた。その結果、匂いの種類に対応した興奮性シナプス電位の時間的加算がキノコ体

に観察された。出力神経細胞のスパイク活動、触角葉 、キノコ体 の加算されたシLFP LFP

ナプス電位とのタイミングはよく一致した。このことから匂いの情報を担う複数の出力

神経細胞の同期的スパイク入力が収束するキノコ体ケニヨン細胞では興奮性シナプス後

電位が加算され、ケニヨン細胞はより活性化され易くなると考えられる。

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

（生体機能研究グループ）

昆虫の味覚・摂食に関わる遺伝子の単離・機能解析と細胞の電気生理的解析、活性物

質の分析手法の開発を目的とする。ニクバエ口器の組織、細胞内におけるレクチン様タ

、 。ンパク質 と タンパク質 の局在を 免疫組織染色により明らかにしたCLEM36 ABC SpABC

カイコの味覚細胞を含む小腮粒状体から完全長 ライブラリーを作製し、 クロcDNA 4,370

ーンをカイコ データベースに組み入れた。カイコの咀嚼運動を担う大顎閉筋運動ニEST

ューロン群は、機能的に と の タイプに分かれることが細胞内電位記録により分fast slow 2

かった。また大顎閉筋の筋電位記録により、咀嚼運動パターンは糖刺激によって早くな

ることが分かった。新規光学分割剤( α 酸、 酸)を使用してスルカトールなどM NP M9PP

の昆虫信号物質の左右鏡像体を分離した。

図12 大顎閉筋運動ニューロンの細胞内通電（下段）に対する応答電位（中段）と、

同時記録した細胞外筋電位（上段）から区別できる２タイプの代表的応答例
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（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

中期計画：

バッタ類の相変異に伴う体色制御機構、甲虫類等の休眠や温度耐性等の制御機構をペプ

チドホルモン、幼若ホルモン等の生理機能に着目して解明するとともに、カイコ等の絹

糸昆虫に特異的なアミノ酸合成、ステロール代謝、糖代謝に関わる酵素系の特性解明と

発現解析を行う。

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及び甲虫等の休眠

・繁殖・耐寒性等の解明（生体機能研究グループ）

ドウガネブイブイの幼虫休眠の内分泌支配を知るため、生理食塩水を休眠幼虫に投与

したところ休眠覚醒が起こり、水分上昇が内分泌系に作用していることが示された。乾

燥したネムリユスリカ幼虫は水に戻すと蘇生するが、組織の種類と乾燥培養条件を検討

し、脂肪体の長期乾燥保存に成功し、組織レベルでのクリプトビオシス誘導が明らかに

なった。アフリカサバクバッタではコラゾニンが触覚の感覚子の数と成虫の体形に影響

する証拠を得た。中国産のトノサマバッタでは日本産の系統と同じ胚子ステージで休眠

することを確かめた。チャバネアオカメムシの卵吸収に関与するタンパク質分解酵素の

活性を電気泳動ゲル中で可視化する方法を確立し、卵吸収に伴う形態的変化を電子顕微

鏡で観察した。

②カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明（生体機能研究グル

ープ）

カイコ「大造」の繭層を メタノールを用いて ℃で抽出し、 カートリ70% 60 OASIS-HLB

ッジによる固相抽出、 カラムクロマトグラフィー、 によるToyopearl-HW40F Nova-Pak C18

により、フラボノイド化合物を精製・分取し、 等で分析した。この結果、得HPLC NMR

られたフラボノイドはケルセチンの 位にアミノ酸の プロリンが結合した新規化合物で6 L-

L- 5あり プロリンの結合の仕方により立体異性体を生じているものと推測された また、 。 、

齢幼虫の中腸のおけるステロールは飼料へのステロール添加に伴い増加したが、カイコ

よりエリサンの方がステロールが多かった。一方、脂肪体においては全般に中腸よりス

テロールが少なく、エリサンでは飼料へのステロールの添加に伴い増加したが、ステロ

ール添加量の低い領域では中腸に比べその応答は低く、カイコでは飼料のステロール添

加量を変化させても脂肪体のステロールの量にほとんど変化は見られなかった。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

【主要成果】

・窒素肥料の多投や不足に起因する環境問題や農業問題の解決、砂漠や荒れ地の緑化植物

に窒素固定能を持たせ地球の緑化や 問題の解決に寄与することを目標として、根粒CO2

菌との共生、菌根菌との共生能をともに失ったマメ科植物変異体から、その原因遺伝子

をクローニングした。2種のタンパクはヘテロ2量体として イオンCASTOR POLLUX, Ca
2+

で制御されるイオンチャネルを構成すると考えられ、根のプロプラスチドに局在してい

た。 と は、植物と微生物の共生初期のシグナル伝達系の鍵を握る重要CASTOR POLLUX

なタンパク質と考えられる ① 。〔 〕(5)

・トビモンオオエダシャクの幼虫は色や形が餌植物の枝によく似ており、視覚によっ

て餌探索すると思われる鳥類による捕食を免れているとされるが、主に化学物質で
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餌探索を行うとされている天敵クロヤマアリの攻撃を､まったく受けないことを発

見した。幼虫の体表成分を餌植物と比較分したところ、幼虫は体表ワックス組成で

も寄主植物の枝に擬態し、アリ類の攻撃を免れていると考えられた。寄主植物が換

わると２回の脱皮を経て体表物質組成が変化する ① 。〔 〕(6)

・シロアリ内源性セルラーゼはセルラーゼ研究分野で新規素材として大量生産発現技術の

確立が望まれている。従来微生物による大量生産が困難であったが、 種類のシロアリセ4

ルラーゼ のランダムな相同組換えにより作成したキメラ の中から大腸菌によcDNA cDNA

る大量発現を可能にするクローンを得て、素材化への目途をつけた ( )① 。〔 〕7

・土壌昆虫ドウガネブイブイ幼虫に感染する昆虫ポックスウイルスのタンパク質結晶体

スピンドルは、カイコの核多角体病ウイルスの感染力を約100万倍増進する。この感染

増進作用は結晶体がカイコ幼虫の中腸囲食膜を消失させるためと考えられる ( )① 。〔 〕8

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人34.1 13.0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）307.6 67.3 226.2 14.1

52 IF 128.7 2.5 12 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

中期計画：

イネにおいて塩ストレスにより発現する遺伝子群を探索するとともに、高塩環境下でイ

オンの吸収・排出及び液胞への隔離等に働く膜輸送体に着目して主要イオンであるナト

リウムの輸送体を中心に、ストレス回避に働く機構を解析する。また、各種ストレスに

対する応答機構に関与するシアン耐性呼吸の役割を分子細胞レベルで解明する。

①塩・乾燥ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析（生理機能研究グループ）

細胞内イオン濃度の調節を担う 輸送体( やクロライドチャンネル( ）Na NHX, NHE) CLC
+

の機能解析やストレス応答性転写因子( の機能解明を目指す。 遺伝子のプZAT6) OsNHX1

ロモーター領域と 遺伝子を用いて の発現解析を行った結果、根の中心柱や側GUS OsNHX1

根基部、葉の孔辺細胞や維管束で発現が高かった。また、塩ストレスや 処理を行っABA

た結果、 活性に大きな変化はなかった。イネクロライドチャンネル遺伝子 がGUS OsCLC2

耐塩性にかかわることを明らかにした。マングローブ培養細胞内ナトリウムイオン濃度

の変動は、 及び の発現と相関していることが明らかになった。 遺伝子BsNHE BsNHX1 ZAT6

を構成的に過剰発現した形質転換体アラビドプシスと野生型アラビドプシスを用いてマ

イクロアレイ解析を行い、 遺伝子の下流で働く遺伝子の候補を 個同定した。ZAT6 121

②環境ストレスに対する植物固有の応答機構の解析（生理機能研究グループ）

昨年度までに、シアン耐性呼吸に関する分子細胞レベルでの解析は終えている。今年

度は光シグナルとジャスモン酸との関係を明らかにするために、ジャスモン酸合成の鍵

酵素である 遺伝子の発現様式を解析するとともに、光によるジャスモン酸合成誘導AOS

がおこらない 突然変異体の原因遺伝子のマップベースクローニングによる同定をhebiba

目指した。イネゲノムの 検索によって、 遺伝子はイネゲノム上に4種類存在すBLAST AOS

ることが分かった( 〜 。黄化芽生えに光を照射すると、 は一過的な発現上昇AOS1 4 AOS1）

を示し、 は徐々に発現が上昇した。 の光による発現誘導は、フィトクロムにAOS4 AOS1

よって制御されていることが分かった。また、 突然変異体とカサラスを交配し、hebiba

マッピングのための 集団を得た。ラフマッピングを行い、原因遺伝子が3番染色体のF2

付近に座乗していることが分かった。80cM
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（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

中期計画：

イネのフィトクロム突然変異体やフィトクロム遺伝子のセンス・アンチセンス形質転換

体において、様々な光条件での遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイ等を用いて解

析することにより、フィトクロムを介した光シグナルによって発現が制御されている遺

伝子群の新たな機能やネットワークを明らかにし、イネにおけるフィトクロムを介した

光シグナル伝達経路を解析する。

①イネにおける光情報伝達経路の解析（生理機能研究グループ）

昨年度までに解析を終えたセンス・アンチセンス形質転換体に加え、すべてのフィト

クロム機能を欠くイネ 重突然変異体を世界で初めて作出した成果をふまえ、フphyABC3

ィトクロム機能の解明を目指している。 重突然変異体を圃場で栽培すると、半phyABC3

矮性で、草型は通常のイネとは大きく異なり短い葉が株元からではなく桿の途中から横

に突き出るように出ていた。これは、通常は伸長しない下位の節間が 重突然変phyABC3

異体では伸びることに起因することが分かった。この形態変化に関与している遺伝子を

同定するために、発芽後3週間目の と 形態は正常)で発現している遺伝子をphyABC phyBC(

マイクロアレイを用いて詳しく比較解析した。その結果、 で2倍以上増加していphyABC

る遺伝子が約 個、 以下に減少している遺伝子が約 個同定された。30 1/2 20

（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

中期計画：

イネのいもち病抵抗性遺伝子をモデル系として、病原体を抵抗性遺伝子が認識するため

の機構を分子生物学的に解明する。また、抵抗性遺伝子が病原体の認識シグナルを核内

に伝達してゆく過程に関する変異体の検出に取り組む。

①抵抗性遺伝子による病原体認識をはじめとする植物の自他認識・防御機構等の分子遺伝

学的解析（生理機能研究グループ、遺伝資源研究グループ）

植物の抵抗性遺伝子がもつ分子認識機構の成立過程を解析し、その知見を応用した新

たな分子認識系の開発に向けての要素システムの構築を進めている。いもち抵抗性遺伝

子 及び 遺伝子の単離については、それぞれ相補性検定の開始及び候補遺伝子Pi-ta2 Pi-kh

の推定の段階に至った。抵抗性の永続性が高いにもかかわらずこれまで育種への利用が

困難であった圃場抵抗性遺伝子を同定・単離するための抵抗性の評価と精密遺伝分析と

を行えるシステムを開発し、陸稲品種「嘉平」の持つ強力な圃場抵抗性遺伝子の単離へ

の目処をたてた。また耐病性にも関わる2次壁等細胞表層構築の機構解明においては、カ

マイラズ変異体 の原因遺伝子の単離に成功した。オオムギ小穂非脱落化遺伝子の領bc-3

域構造を明らかにするために、 通りの野生種×栽培種の交配集団を解析して栽培種×栽2

培種との比較連鎖地図を作製した。皮裸性決定遺伝子については近傍の物理地図を作製

した。抵抗性誘導のシグナル伝達過程の変異体としては、多数の疑似病斑変異体からい

もち病抵抗性が向上している数系統を同定し、それらの原因遺伝子のマッピングを進め

ている。

（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
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中期計画：

根粒の器官形成に関与する遺伝子、及び根粒特異的な遺伝子発現に関わる転写調節因子

を対象として、ミヤコグサを用いた形質転換実験等によりこれらの機能と発現調節機構

を解明する。また、これらの根粒に特異的な遺伝子の発現等を指標として、根粒菌の根

粒誘導シグナル物質( ファクター)に対する植物の応答を解析し、 ファクターのNod Nod

受容から根粒形成の開始に至るシグナル伝達機構の解明に取組む。

①共生特異的な植物遺伝子の網羅的単離と機能解析（生理機能研究グループ）

共生特異的で、 ファクターにもっとも早く応答する植物遺伝子である と、Nod ENOD40

fix- IGN1 RNAi変異体の原因遺伝子として同定された の機能を解析することを目的とした。

による ノックダウン系統の表現型解析を進め、 ファクターによって誘導されENOD40 Nod

、 、る根粒菌感染プロセスと根粒原基形成のうち 遺伝子が感染プロセスではなくENOD40

根粒原基の形成とその後の根粒形成に必須の役割を果たしていることを明らかにした。

一方、新規 変異体 ( )の原因遺伝子 が変異形質を完全に相補することを証fix- ign1 56M IGN1

明し、これによって 遺伝子が共生窒素固定系の維持に必須な遺伝子であることが確IGN1

定した。 タンパクに対する抗体の作製、 融合タンパクを用いた発現解析など、IGN1 GFP

遺伝子機能の解析のための準備を整え、機能解析を進めている。

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

開発

中期計画：

マメ科モデル植物ミヤコグサを用いて、マイクロアレイ等を活用した共生関連遺伝子の

網羅的な単離、トランスポゾンの利用を中心とした遺伝子タギング系の開発を試み、本

植物による窒素固定共生系に関する分子遺伝学的研究の基盤を確立する。

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（生理機能研究グルー

プ）

ミヤコグサをモデル系として多くの共生変異原因遺伝子のマッピングを進め、根粒菌

の認識から窒素固定共生に至る過程で重要な役割を果たす宿主遺伝子を単離することを

目的とした。初期認識に関しては、根粒菌シグナルの受容直後に誘導される スパイCa
2+

クの鍵を握る 及びそれと高い相同性を示す のクローニングに成功し、こLjSym71 LjSym86

れらの遺伝子がコードするタンパクがおそらくヘテロ2量体としてプラスチド局在型イオ

ンチャンネルを形成していることを明らかにした。一方、遺伝子タギング系の開発を目

指して、脱分化・培養過程で転写が活性化される複数のレトロトランスポゾンを見いだ

した。ゲノムへの再挿入は認められなかったが、この過程で、 以上の再生個体系統1,000

から、効率よく培養変異による共生変異体が分離された。そのうち新規の 変異体２Fix-

系統について遺伝子座乗領域をカバーする クローンを得た。これら クローンのDNA DNA

塩基配列解読を行い原因遺伝子の絞り込みを行っている。



－ －40

a. CASTOR,POLLUX遺伝子のドメイン構造と変異の場所、アミ

ノ酸置換。プラスチド局在を示すtransit peptide(TP)がN末

にあり、4回の膜貫通領域(TM)及びこれまでKチャネルでのみ

見られているRCK(regulation of conductance of K )領域が
+

存在する。％は両遺伝子間でのアミノ酸の一致度を示す。

Methanobacterium thermoauto- tropb. 好熱性メタン細菌(

)のKチャンネルMthkを含めての同イオンチャネルのフhicum

ィルター部及びインナーチャネル部分のアラインメント。

c. MTHKの立体構造モデルを元に作製したCASTOLのイオン通

路部分の構造。フィルター部のAsn268等がイオンの特異性を

変えている可能性が示唆される。

d. CASTOLとそのホモログの構造比較。 のDMIM. truncatula

1遺伝子はPOLLUXに近い。イネ・Arabidopsisでも相同な遺伝

子が何らかの機能を果たしていると考えられる。

図13 CASTOR,POLLUX遺伝子は高熱細菌の

K+イオンチャネルと相同性が高い

（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

中期計画：

捕食性カメムシやアリ類等の集合フェロモン等の効率的な超微量分析法等を開発して化

学構造を決定し、作用特性を解明する。また、植物の殺虫性タンパク質等の検定・同定

システムを開発するとともに、吸汁性昆虫の抵抗性植物に対する加害性バイオタイプの

摂食特性の解明に取り組む。

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

（生体機能研究グループ）

ホソヘリカメムシの誘引現象の再検討により、誘引活性を飛躍的に増強させる新たな

フェロモン成分を発見し化学構造を解明した。アリ類について、社会寄生種が被寄生種

の巣仲間認識を攪乱する化学物質を分泌することを発見し、成分解明に着手した。ゴマ

ダラカミキリの集合フェロモンについて、野外での異性誘引効果の検証を試みるととも

に、誘引活性の室内生物検定法を確立した。リュウキュウクロコガネでは、雌フェロモ

ン放出量の実測システムの構築を行い、著しい個体変異が存在することを発見した。ハ
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スモンヨトウなどの幼虫の摂食に関わる因子として、クロロフィルｂを見出し、この物

質が視覚情報として幼虫に定着を促す因子として機能していることを発見した。それに

伴い、従来色彩認識がなされていないとされてきた鱗翅目幼虫が緑色を視覚認識してい

ることを明らかにした。

（ ）②植食性昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確立と検索 昆虫適応遺伝研究グループ

ツマグロヨコバイから唾液腺由来では初めてラッカーゼの をクローニングした。cDNA

2.6kb 793 86.1kDa C-X-R-X-C 6全長約 で アミノ酸で分子量 と予想された。 モチーフで始まる

個のシステインを含む アミノ酸からなるドメインの存在やタイプ の銅結合中心でのメ45 1

チオニンの存在など特徴的な構造を有していた。また 「 」がツマグロヨコバ、 Nona Bokra

イ抵抗性品種であることを見出し、コシヒカリ の準染色体部分置換系統群を/Nona Bokra

検定し、第 染色体上のマーカー 近傍の約 の範囲に抵抗性遺伝子が座乗して5 S14177 370Kb

。 、 。いた 一方 野生クワの乳液はエリサンやヨトウガ幼虫に対し顕著な殺虫毒性を示した

乳液には糖類似アルカロイド類( 及び )1,4-dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol 1-deoxynojirimycin

が計 ％程度含まれていた。2

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

環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

中期計画：

昆虫共生微生物の遺伝子レベルでの系統解析とデータベース化、及びトビイロウンカ

ライブラリーの作成と約 千クローンの塩基配列の解読を行う。また、食材性昆虫cDNA 5

とその共生微生物のセルラーゼ遺伝子のクローニングと解読、チャバネアオカメムシ腸

管ウイルスの外被タンパク質の翻訳に関わる の高次構造の解析、昆虫と植物を循環RNA

伝搬する細菌等微生物の探索、新機能解明及びそれら微生物の昆虫腸内での定着・増殖

に関わる昆虫の遺伝子の探索・同定等により、共生微生物及び共生に関わる遺伝子の機

能を解明する。

①トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析（昆虫適応遺伝研

究グループ）

トビイロウンカ 合計 万クローンから、ウイルスやミトコンドリア遺伝子配列を除EST 4

いた 万 千クローンを得、オリゴアレイを作製した。共生微生物を感染させた細胞での3 5

遺伝子発現をカイコマイクロアレイを用いて解析し、微生物間で発現遺伝子に差異を認

めた。家畜病原を媒介するヌカカの遺伝子塩基配列を解析し、ヌカカの種ごとに特徴的

。 、は配列を明らかにした カイコ前胸線で特異的に発現する 遺伝子をクローニングしP450

エクダイソン合成に必須の酵素( )遺伝子であることを明らかにした。野生25-hydroxylase

型シロアリセルラーゼよりも発現効率のよい改変セルラーゼ遺伝子 クローンを得た。ま7

た、 の大腸菌培養液からシロアリ約 個体分のセルラーゼ活性を得た。ウイル50ml 35,000

ス類以外の複数遺伝子のリボソーム内部侵入部位( )によるに試験管内翻訳効率を、IRES

コード領域の 含量を低下させることにより上昇させた。安定した 構造を形成可能GC IRES

な遺伝子をゲノム情報から検索した結果、ウイルス類以外には存在しないことを確認し

た。
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図14A 改変セルラーゼの酵素活性 図14B 改変セルラーゼ形質転 図14C A18改変セルラー

換腸菌粗抽出物のSDS-PAGE像 ゼのHisTagアフィニティ円の大きさがセルラーゼ活性の大きさを示

精製している。1.天然型ヤマトシロアリセルー M.分子量マーカー， はそれぞれ1-4 1.

M. 1.A18ゼcDNA形質転換株，2.A18改変セルラーゼc 大量ベクターのみ。2.天然型ヤマト 分子量スタンダード，

DNA形質転換株，3.A74改変セルラーゼ形質 シロアアリセルラーゼ 改変セルラーゼ形質転換大腸cDNA) 3.A18，

転換株 改変セルラーゼ ， 改変 菌粗抽出液， アフィニティ( cDNA) 4.A74( 2.

セルラーゼ の各形質転換大腸 ー精製された 改変セルラーcDNA) A18

菌粗抽出物 ゼ

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 昆（

虫適応遺伝研究グループ）

16SrRNA,Wsp PCRチマダラヒメヨコバイの体内に棲息する共生微生物相を 遺伝子等の

検出により詳細に調査した結果、既知のファイトプラズマ以外に、ボルバキア、リケッ

チア属細菌が新たに検出された。感染率はボルバキアで約 、リケッチアで約 で30% 90%

。 、 、あった 一方 昆虫腸内微生物 の定着関連 断片の塩基配列を決定Enterobacter cloacae DNA

比較したところ、細菌の外膜に含まれる内毒素として知られるリポ多糖類( )の合成LPS

に関与する 遺伝子と相同性を有していた。さらに 遺伝子を含む 断片ManC,WaaL ManC DNA

、 。を の昆虫非定着性株に導入した場合 定着性を獲得するケースが認められたEnt. cloacae

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

及び植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

中期計画：

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスのスピンドルの感染増強作用の解析、鱗翅目昆

虫の 菌δ内毒素に対する遺伝子の遺伝様式及び遺伝子座位の解明等を進める。また、BT

病原性の異なるカミキリムシ病原糸状菌ボーベリアの菌株の簡易識別法を確立するとと

もに、組織培養系を用いて微胞子虫類の感染機構を解明する。クワ等の病原微生物が生

産する生理活性成分の他の微生物やクワ等に対する作用、植物を介した昆虫への作用を

解明する。

①昆虫ポックスウイルスのスピンドル等の機能と感染要因の解明（昆虫適応遺伝研究グル

ープ、昆虫生産工学研究グループ）
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ドウガネブイブイに対する昆虫ポックスウイルスのスピンドルの感染増進作用は ℃95

分処理、紫外線 時間照射、 ホルマリンに 分浸漬、 エタノールに 時間浸漬30 1 3% 50 70% 48

後も失活せず、強い環境耐性を示すことが明らかとなった。 菌の産生する 種類のδ内Bt 2

毒素( 、 )に対するカイコの抵抗性機構は類似していると考えられた。カイCry1Ab Cry1Ac

コ 品種の 種類の糸状菌( 、 )に対する感受性5 2 Beauveria bassiana Paecilomyces fumosoroseus

1000 sp.は の場合(感受性差異 倍以上)と似ていた サクサンの微胞子虫B.brongniartii Nosema。

に感染したサクサン繭の繭層には多くの胞子が見られ、繭中の胞子が新たな感染源とな

る可能性が示唆された。クワ暗斑病菌の一種の が産生し、植物等Myrothecium verrucaria

に毒性を示す生理活性物質として 種類(ヴェルカリン 、ヴェルカリンＪ、ロリジン )3 A A

を同定した。

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

のためのインビトロ培養細胞系の開発

中期計画：

ほ乳類の抗原特異的及び非特異的免疫に関わる細胞において生体防御反応の過程で発現

又は発現増強する遺伝子を単離しその機能を解明するとともに、それらの制御技術等の

開発を行う。また、生体防御機構及び病態発生機構の解析に活用するため、簡便かつ有

用なモデルとなる培養細胞系を開発する。

①正常及び遺伝子改変マウスを用いた免疫機能の解析、及び細胞系を用いた免疫関連遺伝

子の機能解析（生体防御研究グループ）

ミクログリア細胞株を用いて複数のマウス順化スクレイピー株の持続感染系を作出し

た。ウシ胎子脳由来細胞株を樹立した。ミクログリア細胞株の 応答能に 分子がLPS WASP

関与していることを明らかにした。消化管制御性 細胞の抑制性機能を増強、あるいはT

in vitro in破綻させる自然免疫シグナルがあることをそれぞれ見いだした この効果は 及び。

で相関があった。また経口免疫寛容の成立にプラズマサイトイド型樹状細胞が重要vivo

なはたらきをすることを見いだし、さらにこの細胞群が加齢に伴い減少することを発見

した。ウシ 遺伝子にアミノ酸置換を含む多型が存在すること、及び、 年度に作製CD34 15

した抗ウシ モノクローナル抗体 がその一方のアレルにのみ特異的に反応するこCD34 N21

とを示した。

（１０）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

中期計画：

カイコ等の先天性免疫に関わる抗菌性タンパク質等を単離・同定し、構造解析、作用機

構の解明を進めるとともに、関連遺伝子のクローニングを行い、遺伝子活性化機構に関

わる制御領域や結合タンパク質に着目して発現機構の解明に取り組む。また、これらの

抗菌性タンパク質等の利用法開発のため改変ペプチドの作成、機能解明等を行う。

①カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明（生体防御研

究グループ）

カイコ抗菌性ペプチド遺伝子発現に重要な役割を果たす新しい タンパク質の一種Rel

の が新たにクローニングされその性質を調べた。カイコ消化管からカイコ核Relish cDNA

多角体病ウイルス( )の増殖を阻止する抗ウイルスタンパク質を新たに精製し、こBmNPV
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の抗 タンパク質はセリンプロテアーゼに類似のアミノ酸配列をもち、活性も確認BmNPV

された。カブトムシ及びタイワンカブトムシ由来のディフェンシンを改変した 個のアミ9

ノ酸からなるペプチドが緑膿菌に対して で市販の抗生物質と相乗効果を示すことin vitro

が明らかとなった。さらに、緑膿菌を感染させたマウスに改変ペプチドを抗生物質を同

時に注射すると高い治療効果があることが分かった。

Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発

１）遺伝子組換えによる機能性作物等新生物資源の開発

【主要成果】

・ヒトの心疾患やガン、高血圧などの疾患に効果がある、コエンザイム ( )を大量Q10 CoQ10

生産するため、栽培が容易なイネにグルコン酸由来の関連酵素遺伝子を導入することに

より、イネでの の生産に成功した ( )① 。CoQ10 3〔 〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人4.3 8.2

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）97.5 29.6 67.9

4 IF 2.1 0.5 3 3【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（１）Ｃ４光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上

中期計画：

種類の 光合成酵素の含量の異なる形質転換イネを作出し、 光合成回路の最適な駆3 C4 C4

動条件、 光合成酵素の活性制御を解析することにより、 植物の光合成能を改良するC4 C3

手法を開発する。また、植物ホルモン関連遺伝子等の導入や制御により、作物の草丈や

受光態勢を制御し、生産性を向上させる技術の開発に取り組む。

①Ｃ４光合成機能の利用による植物の光合成機能の改良の試み（生理機能研究グループ）

植物であるイネに複数の 光合成酵素を導入し疑似 光合成回路を駆動させることC3 C4 C4

NADP-により、光合成能・物質生産能の改良を図る。イネ緑葉内で発現させたモロコシ

リンゴ酸脱水素酵素( )の活性化様式を調べ、イネ緑葉内においてもモロコシNADP-MDH

は光による活性調節を受け、光照射により活性型に変換することを明らかにNADP-MDH

した。昨年度作出した 種類の 光合成酵素を高発現する形質転換イネよりホモ系統を4 C4

選抜し、 系統について 世代の種子を得た。2 T4

②植物の草型制御技術の開発（新生物資源創出研究グループ）

ブラシノライド受容体の変異遺伝子を導入し直立葉に改変した組換えイネを隔離ほ場

において栽培し、生育特性及び収量性の検討を行ったところ、非組換えイネに比べ高い

生産性を示す可能性が示された。併せて開放系利用へ進めるために必要な生物多様性影

響評価を行い、現在、開放系利用のための第 種使用の申請を行っている。隔離圃場にお1

いて、 プロモーターで発現される 酸化酵素を導入した「どんとこい」を栽培し、D18 GA2

安全性評価試験と特性調査を行った。その結果環境影響評価(土壌微生物相への影響、花

粉飛散距離)では組換えイネと非組換えイネの違いはみられなかった。草型については温

室栽培と同様に矮化していた。収量は温室では組換え体が有意に小さかったが、隔離ほ

場での栽培では統計上差がなかった。また、特許回避と社会的受容のために、薬剤耐性

マーカーに代えて を選抜マーカーに用いて形質転換したイネの栽培を行い矮化してALS

いる事を調査した。
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（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

中期計画：

多糖分解酵素等の病害抵抗性遺伝子やストレス応答関連遺伝子の機能を解析するととも

に、これらを活用して、病虫害抵抗性、環境ストレス耐性等を備えた個体を作出する。

①病害抵抗性関連遺伝子の探索（新生物資源創出研究グループ）

いもち病菌接種とキチンエリシター処理の双方で発現が増加する遺伝子ファミリーに

ついてオリゴマイクロアレイで個々のメンバーの発現様式を解析した。液胞移行シグナ

ルを付けた放線菌のキチナーゼ 遺伝子( )を導入した組換えイネ( 系統)につC chiC ssChiCvt

T1 ChiCいて、 自殖種子を得た後、幼苗を用いていもち病抵抗性を検定した。その結果、

、 、タンパク質の過剰発現が確認されたものの いもち病抵抗性の有意な上昇は認められず

生育遅延が観察された。昨年度 世代でいもち病抵抗性の向上が確認された を細胞T2 ChiC

外に分泌する 系統の 世代については、閉鎖系温室内で生育調査を行い、生育とssChiC T3

導入遺伝子の発現が安定している 系統を選抜した。さらに、いもち病斑周辺で誘導的に2

発現する 遺伝子のプロモーター( )に をつなげたバイナリーベクターを構PR10 PRO10 chiC

築し、イネに導入した( 系統)。PRO10-ssChiC

②ストレス耐性麦類の作出（新生物資源創出研究グループ）

3,600 RCC2 62 PCR 30 RCC2未熟胚 個を処理し、 遺伝子導入 個体を得た。 で 個体について

遺伝子の存在を確認した。うち 個体についてサザン法で導入したと思われるキチナーゼ8

遺伝子の存在を確認した。これら 個体の自殖世代( )の幼苗にオオムギうどんこ病菌8 T1

を接種したところ、約 の個体で病徴が軽いか、認められなかった。抵抗性検定は現60%

在継続中である。未熟胚 個を処理し、 遺伝子導入 個体を得た。 で 個体3,570 RCG3 75 PCR 47

についてグルカナーゼ遺伝子( )の存在を確認した。 遺伝子を導入した３個体のRCG3 VP1

オオムギ形質転換体( )から得た自殖種子( )の発芽試験で、発芽が遅延する傾向が認T0 T1

められた。次世代への導入遺伝子の伝達は確認できなかった。 で発芽が遅延した原因T1

の一つとして母体( )での 遺伝子の効果が種子へ影響したものと推測される。コムT0 VP1

、 、ギについては 現在特許出願中の新しい遺伝子導入手法でコムギに 遺伝子を開始しVP1

現在までに幼植物を 個体得た。15

（３）遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

中期計画：

遺伝子組換えにより、米に鉄結合タンパク質やコレステロール低下作用を示すタンパク

質等を集積させ、貧血や様々な生活習慣病に対する予防・治療効果が期待できる米を作

出し、その機能を評価する。

①遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出（新生物資源創出研究グループ、遺

伝資源研究グループ）

低グルテリン系統の遺伝的バックグランドで発現させた高グリシニン集積米では、グ

リシニンが種子タンパク質あたり ％程度にまで高まり、必須アミノ酸のリジン含量さ20

らにタンパク質含量も高まった。 ペプチドを蓄積させたコメをマウスに経口投与し7Crp

たところ、免疫寛容を誘導できることが明らかになった。 を直接高度に蓄積させGLP-1

たコメを開発し、これを経口投与することで、血糖値低下が確認できた。フェリチンを

高度に種子で蓄積させても鉄の蓄積が高まらない要因として、根からの吸収が律速にな
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っていることを水耕栽培で明らかにした。根毛特異的なプロモーター及び鉄トランスポ

ーター遺伝子を単離し、これらを連結した遺伝子をイネに導入した形質転換イネを作出

した。経口免疫寛容の誘導に必要なエピトープペプチド量や投与法の検討を開始した。

７ ペプチド蓄積米を炊飯しても 細胞反応性は失われないことを明らかにした。Crp T

由来のコエンザイム ( )合成酵素( 酵素)を プロGluconobacter suboxydans Q10 CoQ10 DdsA 35S

モーターを用いてイネミトコンドリアで発現させることにより、イネ葉身及び種子にお

いて を生産することに成功した。CoQ10

図15 HPLC分析による 側鎖長の解析CoQ

上 「日本晴」品種は を含む、 CoQ9

下、今回開発したイネは を含有するCoQ10

右、 側鎖長が異なることを除けば他の形態に差は認められないCoQ

２）新たなDNAマーカーの開発

【主要成果】

独立した 家系(イノシシｘラージホワイト、金華豚ｘデュロック)でそれぞれブタ第 染・ 2 6

色体に検出された肉色に関わる について、領域内に存在する 個の遺伝子の近傍にQTL 10

開発した を共通マーカーとして、既存のマイクロサテライトマーカーに加えて解析SNP

。 、した は 遺伝子から 遺伝子にかけての領域(約 )にマップされQTL MAF GABARAPL2 10cM

〔 〕。同一の であることが示唆された ( )①QTL 2

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人2.8 0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）21.4 3.8 17.6

6 IF 10.1 1.7 2 1【論文・特許等】原著論文： （ 値：合計 、平均 、総説等： 、特許等：）

（１）ＤＮＡマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

 

Retention  time (m in) 
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中期計画：

出穂期等の形質評価が比較的容易な形質をモデルとして、 マーカーを開発するととDNA

もに、マーカー選抜育種システムを確立する。

① マーカーによるイネ育種選抜システムの開発（分子遺伝研究グループ）DNA

Nona Bokra 6 QTLインド型品種 の晩生化に重要な役割を果たしている第 染色体短腕の「 」

が 遺伝子であることを、その過剰発現個体の作出ならびに塩基配列解析から証明しRFT1

た。有用形質の遺伝解析を推進するために、異なる交配組み合わせによる染色体断片置

換系統群の作出を行った。ササニシキ・ハバタキでは 系統の を選抜した。コヒシ39 CSSL

Nona Bokra CSSL 47 BC3F1カリ・ では の候補 系統を選抜した。日本晴・コシヒカリでは、

種子を確保した。その他の組み合わせでは、戻し交雑あるいは交配を行った。

（２）ブタの肉質等に関連する マーカーの開発DNA

中期計画：

これまでに得られた 解析からブタの生産形質に関与する複数の遺伝子座について染QTL

色体上の存在領域が明らかになった。この成果をもとに複数の資源家系のデータを統合

する統計的手法、領域特異的な マーカーの開発等を推進し、さらに マーカー選DNA DNA

抜の実証試験を行うことにより、ブタの肉質等と強く連鎖する育種改良に有用な マDNA

ーカーを開発する。

①ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発（ゲノム研究グループ）

2 6独立した 家系(イノシシｘラージホワイト、金華豚ｘデュロック)でそれぞれブタ第

染色体に検出された肉色に関わる について、領域内に存在する 個の遺伝子の近傍QTL 10

に開発した を共通マーカーとして、既存のマイクロサテライトマーカーに加えて解SNP

析した。その結果、 家系ともに は 遺伝子から 遺伝子にかけての領2 QTL MAF GABARAPL2

域(約 )にマップされ、同一の であることが示唆された。また、 マーカーに10cM QTL DNA

よる選抜 個体から得た一産目の 個体の解析で、マーカー選抜の効果を認めた。さらF2 F3

に、他殖性の家畜において、品種間交配で得られる 集団をもとにした効率的な 解F1 QTL

析手法を開発した。前年度までの成果をもとに、椎骨数増大能力を識別するマーカーを

特許出願した。

（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

中期計画：

、 、これまでに育成された形質に著しい差のあるカイコ系統の交雑集団を利用して 耐病性

絹の高品質化に関わる マーカーを開発する。DNA

①カイコ耐病性関連DNAマーカーの開発（昆虫生産工学研究グループ）

今年度新たに の クローンのマーカーが座乗した地図を作製した。形質マー60 ESTcDNA

カーによる地図との統合については、第 連関群において複数の形質マーカーとクロー20

ンの地図を統合した。限性形蚕系統の第 染色体の 染色体への付着部分は極めて狭いこ2 W

とを明らかにするとともに、拡散行動を支配する遺伝子、蛾の寿命を支配する遺伝子の

解析を進め、それぞれの遺伝子の連関群を明らかにした。また、形蚕の遺伝子 と同じ染p
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色体上のクローン及び の近傍の遺伝子の を利用して、 のホモ型の雄と雌の交p RFLP RFLP

配個体の直接選抜を図り、一代でホモ化に成功した。 毒素に対する抵抗性解析についBT

ては、分子進化研究チーム保存の育成系統で、 毒素に対する感受性、抵抗性を調cry1AB

べた結果、新たに 系統で極めて強い抵抗性を見い出し、別の 系統ではこれとは異なる3 1

と思われる抵抗性を見い出した。さらに、絹の品質を制御する遺伝子の分子マーカーを

作出するために、 による連関検索法によって、繭糸繊度(糸の太さ)を太くすcDNA-RFLP

る遺伝子の座乗染色体候補を同定した。

３）放射線利用技術の開発

【主要成果】

・リンゴの主要病害である斑点落葉病に耐病性のある品種を作出するために、高度感受性

品種の「印度」にガンマ線を急照射し、斑点落葉病耐病性の突然変異品種「放育印度」

を育成した。その耐病性は主要品種「ふじ」並みで 「ふじ」に準じた防除基準で栽培、

でき、果実形態及び品質は原品種「印度」との差異は認められないことを確認したので

品種登録出願を行った ( )① 。〔 〕2

・ガンマ線及び重イオンビームをシロイヌナズナの花粉に照射(花粉照射法)し、後代に伝

達しない突然変異も含めた解析を行ったところ、ガンマ線及びイオンビーム照射は突然

変異体に巨大な欠失(後代に伝達されない致死性の場合が多い)を高い頻度で誘起するも

のの、少数ながら点様突然変異も誘起し、これらは致死性ではないことを明らかにした

( )② 。〔 〕3

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人7.3 1.0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）41.4 12.5 29.0

3 IF 2.6 0.9 1 1【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

中期計画：

イネをはじめとする各種作物についてガンマ線、イオンビームの線量反応、生物学的効

果比により変異誘発特性を比較解明し、各放射線により誘発されるイネのアミロース含

量の異なる変異系統を解析することにより、効率的な変異誘発技術を開発する。

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応及び変異率の比較（放射線育種場）

ダッタンソバのガンマ線緩照射( )における変異誘発効果について調査した。2.0Gy/day

その結果、 の急照射と同等の変異誘発効果が確認された。またガンマ線とイオン200Gy

ビーム照射系統の間には可視的変異に対する葉緑変異の割合に明らかな違いは確認され

なかった。キクの葉片に対する照射では， 炭素イオンは高い変異誘発効果を持つ320MeV

こと，再分化個体の核 量の減少に及ぼす影響が大きいことが明らかとなった。このDNA

ように様々な植物種についてガンマ線とイオンビームの効果の差について計画通り解明

されつつある。

②効率的な突然変異誘発技術の開発（放射線育種場）

キクについて同じ総線量で異なる線量率での照射試験の結果，線量率が高いと再分化

率の低下，及び核 量が減少した再分化個体の増加がみられるものの，変異頻度は高DNA

くならなかった．このことから，障害の少ない変異体獲得には線量率も要因のひとつで
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． 、あることが明らかになった ダッタンソバの変異系統について抗酸化能を評価した結果

倍の変異の広がりが確認された。またソバの各種ポリフェノールの による定量1.5 HPLC

法を確立し、普通ソバとダッタンソバのポリフェノールの組成が異なることが明らかに

なった。以上、効率的な変異誘発技術の開発は計画通り進んでいる。

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（放射線育種場）

、イオンビーム等を照射したリンゴ・ナシにおいて自家和合性変異体の選抜を行ったが

変異体は得られなかった。チャについて器官別の放射線照射方式の違いによる基本的な

生育等への影響を明らかとした。クワでは両面桑組織培養由来変異系統へのガンマ線照

2 phabulosa射で 茎頂分裂組織の別の層でおきたとみられる 種の復帰突然変異が得られた、 。

遺伝子のデジェネレイト で断片を増幅できた。混数性クワを組織培養することによPCR

りキメラが解消できた。チャ等の機能性成分について、分析効率向上と、主要成分分析

の一括化体系化を行った。成分変異体選抜の基盤デ－タとして成分の環境変異幅を推定

し、これらをもとに変異体選抜試験を実施した。リンゴのポリフェノール関連突然変異

体の果実中のポリフェノール含量は原品種と差異はみられなかった。

（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

中期計画：

ナシ黒斑病及びリンゴ斑点落葉病等各種病害に着目した耐病性突然変異を誘発し、キメ

ラ性の評価及びキメラ解消法の検討等を行うことによって、突然変異体の効率的な選抜

法を開発するとともに、耐病性の程度、変異の遺伝性等の解析を行って耐病性素材を作

出する。

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（放射線育種場）

ガンマー線及びイオンビームを照射したナシ品種‘南水’から黒斑病耐性の突然変異

体は得られなかった。ナシ黒斑病耐性突然変異体のキメラの確認及び解消のための不定

芽誘導条件を検討した結果、 月以降の腋芽を μ のチジアズロンを含む 培地で培養8 10 M B5

することにより誘導できた。ナシ未熟果の果肉からカルスを誘導し、黒斑病毒素に対し

耐病性に応じた反応をすることを確認した。耐病性の遺伝様式について未調査のナシ黒

斑病耐性突然変異品種・系統について交配を行い種子を得た。ガンマー線照射によって

果実の質は全く変わらない、斑点落葉病抵抗性のインドリンゴ「放育印度」を育成し、

品種登録申請を行った。チャ炭疽病について、供試葉の硬度に応じた抵抗性検定法を確

立し検定精度を向上させた。第４次検定と挿し木検定を実施し、抵抗性中以上の系統を

選抜した。

図16 「放育印度」の果実
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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

中期計画：

ガンマ線等で得られたイネ突然変異体について突然変異遺伝子を単離・機能解析するた

、 、めの素材を作出するとともに イネ種子貯蔵蛋白質のうちグルテリン含量を減少させる

単因子優性突然変異遺伝子 の単離とその作用機構の解明を行う。また、単離されたLgc1

候補遺伝子を野生型に形質転換することにより の表現型を付与できることを確Lgc1 Lgc1

認する。

①イネ突然変異体利用による遺伝子単離と機能解析（放射線育種場）

の単離とその作用機構はすでに解明した。老化時に緑色を保つ突然変異体 のLgc1 nyc1

short-chain dehydrogenase/reductase HPLC原因遺伝子は膜結合型の であることを証明した。

による詳細な光合成色素の解析等により、 は周辺集光タンパク質である の老化nyc1 LHCP

nyc1 nyc3時安定性に関与する突然変異体であると考えられた。また と似た表現型を示す

についてもマップベースクローニングを試み、第 染色体の動原体領域に存在することが6

分かった。遺伝的組換えを利用した遺伝子単離は困難と考えられたが、 は巨大欠nyc3-1

失を伴うことが判明し、その候補領域を大幅に狭めることに成功した。また、イネ種子

貯蔵タンパク質グルテリンサブユニット欠失突然変異 の原因遺伝子を同定した。glu2

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開発及び単離（放射線育種場、分子遺伝

研究グループ）

タンパク質組成の多様性を、野生稲、水陸稲の新旧品種、世界イネコア・コレクショ

ンについて調べたところ、野生稲では多様な変異が認められたが、他の材料では大きな

変異は認められなかった。ガンマ線と炭素イオンビームを照射した日本晴の 種子の保M2

存と 抽出を行った。また、イネ種子にガンマ線を照射した際に誘発される変異はDNA

が主であり、 のサイズは数 以内または 以上に 分される傾向があるdeletion deletion bp 10kbp 2

ことを明らかにした。シロイヌナズナを用いた花粉照射法により、後代に伝達しない突

然変異も含めた解析を行い、ガンマ線、イオンビームともに巨大な欠失を高い頻度で引

き起こすことを明らかにした。多くの場合、このような巨大欠失は後代に遺伝しない配

偶子致死であると推測された。

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

【主要成果】

・デンプン合成酵素のトランジットペプチドを付加することにより、イネ導入遺伝子産物

を融合タンパク質として胚乳のアミロプラストに、安定に蓄積させることができた ( )〔 1

① 。〕

・卵白アルブミン由来オボキニンの改変ペプチド( )高度集積米を高血圧ラットにRPLKPW

経口投与し、血圧降下作用を調べたところ、血圧降下の傾向が確認された。 ( )① 。〔 〕1

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人5.0 2.8

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）62.9 36.0 26.9

0 IF 0 0 1 2【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
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中期計画：

遺伝子組換えにより、血圧降下作用を有するペプチドや、有用酵素･抗体等を種子等に効

率的に蓄積する植物個体を作出する。

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

資源創出研究グループ）

イネ胚乳細胞ではタンパク質の細胞壁への分泌は不活発であることが判明した。デン

プン合成酵素のトランジットペプチドの利用で、導入遺伝子産物をアミロプラストにタ

ーゲットし、安定に蓄積させることができた。改変オボキニン( )高度集積米をRPLKPW

高血圧ラットに経口投与して、血圧降下作用を調べたところ、血圧降下の傾向が確認さ

れた。作出した改変ダニアレルゲン はヒト患者の との結合性が失われていた。Derf2 IgE

Derf2 Derp1マウス用エピトープペプチド 改変 またヒトやマウスの主要エピトープを含む、

ドメインをイネ種子中に発現させた形質転換イネを作出し、高発現系統を選抜しホモ化

した。また の のエピトープを種子中に発現させたイネを開発し、高発現系統をHIV gp120

選抜した。組換えムギ類の作出においては、標的遺伝子と選抜マーカー遺伝子を直結し

たベクターを新たに作成しパーティクルガン法により導入したが、前年度までの結果を

含め、これまでのところ組換えオオムギは得られていない。

図17 タンデムに５連結したmGLP-1を発現するコンストラクトとその形質転換体の

種子のCBB染色（A）及びウェスタン解析（B）

（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

中期計画：
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バキュロウイルス等外来遺伝子発現系により、カイコを用いてサイトカイン等有用物質

を生産する技術を開発する。さらに有用物質生産用カイコの自動飼育を可能とするため

の装置、制御機器、プログラム等を開発するとともに、人工飼料添加用に適したクワ新

品種育成のための系統選抜、人工飼料用系統に適した形質の遺伝解析を行う。

①遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築（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）

組換えバキュロウイルスの経口接種については、接種に先立ち、 以上の濃度にポ0.3%

リオキシン 水和剤を添加した餌をカイコに食下させる必要があることを明らかにしAL

た。定法として 濃度の同薬剤を用いることが適当と判断された。経口感染法によっ0.5%

て組換えウイルスを接種させたカイコから、凍結融解法を用いて体液を採取した。その

結果、 － ㍑程度の体液が採取され、手作業より効率的に体液採取ができた。得られ0.9 1.3

たカイコ体液に含まれるブタ の発現量を、 法を用いて調べた結果、カイコ体IL-18 ELISA

液 中に － 程度発現していることが示された。これによりカイコ／バキュロ1mL 560 730ng

ウイルス系のブタ の生産システムの有用性が再認識された。自動飼育システムにつIL-18

いては、試作したシリコンゴム製の指先部とジョイントアクチュエータによる把持機構

でカイコ幼虫を持ち上げ，把持することができた。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化（昆虫生産工学研究グループ）

今年度の計画に沿って 組合せの交雑を行い、 本の実生苗を養成し、その中から4 1,351

個体選抜に供試する 個体を選出した。個体選抜においては、植付 年目の圃場から系251 3

統選抜に供試予定の 個体を選出した。系統選抜においては植付 ～ 年目の 系統につ17 1 5 57

4いて 「しんいちのせ」及び「みつみなみ」を対照品種として調査を行った結果、植付、

年目の 倍性系統「本 － 」は、多収で耐倒伏性を示したことから注目された。桑品種3 98 02

改良指定試験を昨年度終了し、人工飼料添加による飼育試験でも優れた成績を示した系

統「東 － 」については、本年 月に品種名「あやのぼり」として種苗法による品種登90 11 8

録の手続きを行った。

２）生体機能模倣技術の開発

【主要成果】

・マイクロマシン技術を利用して脂質膜形成チャンバを設計・試作し、その上への脂質 重2

膜の形成に成功した ( )① 。〔 〕1

・ラクトース修飾絹フィブロインを基材に用いてラット繊維芽細胞の初期接着量及び初期

接着形態を調べた結果、修飾フィブロインが 絹フィブロインより初期接着性が優れてい

た ( )① 。〔 〕1

・微小電極等の利用による昆虫の飛翔行動等の計測手法の開発では、エポキシ樹脂製フォ

トレジストを用い、長さ 太さ のプローブを 本有するマイクロ電極を試作し400mm 20mm 5

た。この電極は生体への影響が少なく、また製作プロセスも従来型に比べ著しく 容易だ

った ( )② 。〔 〕1

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人2.6 0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）8.4 4.2 4.2

2 IF 2.3 1.2 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
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中期計画：

刺激物質と受容タンパクの結合を検出する系を開発するとともに、味覚受容タンパク質

を膜あるいはゲルに固定する方法を開発する。また、細胞の付着性等に関わる分子認識

部位をフィブロインに導入した細胞基材を作出し、その基本的機能を解明する。

①化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発（昆虫新素材開発研究グ

ループ）

改質した石英ガラス表面のモデル表面への、表面電位の異なるリポソームの固定化を

検討した結果、負電位を導入したリポソームで表面固定化の選択性が向上することが分

かった。ラクトース修飾絹フィブロインを基材に用いてラット繊維芽細胞の初期接着量

及び初期接着形態を調べ、修飾フィブロインが絹フィブロインより初期接着性が優れて

いることを示した。脂質膜形成チャンバを設計・試作し、その表面を やシランカッCHF3

プリング処理による疎水化により脂質 重膜形成が促進されることが分かった。カイコ絹2

糸腺へのプラズミド の導入は、リポフェクション法ではすべての個体で 時間後にDNA 24

導入遺伝子の発現が認められたのに対し、ソノポレーション法では導入効率が低いこと

が分かった。マイクロインジェクション法には技術的な問題点があることが分かった。

（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

中期計画：

昆虫の感覚機能や運動機能を模倣した小型移動ロボットを開発するため、エビガラスズ

メ飛翔時の生体電気信号を虫体を拘束せずに計測するためのマイクロデバイス等のツー

ルを開発する。また、カイコをモデルとし、幼虫動作等によって生ずる生体機能情報を

物理学的、工学的に計測する手法を開発する。

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（昆虫新素材開発研究グ

ループ）

エポキシ樹脂製フォトレジストを用いて、長さ 太さ のプローブを 本有す400mm 20mm 5

るマイクロ電極を試作した。この電極の通電部には金を使用しているので、これまでの

アルミニウム配線よりも電気抵抗が低く、生体への影響も少ないと考えられる。また製

作プロセスも、これまでのシリコンウェハを加工するタイプに比べ著しく容易であり、

プローブ部のサイズも比較的容易に制御できる。アンプやデジタルオシロスコープとの

接続には、これまで同様にポリイミド薄膜に銅箔を付けたフレキシブルケーブルを製作

し使用した。これらを用いてカイコガ羽ばたき時の背縦走筋の筋電位を記録しノイズ除

去などのデータ処理を行ったところ、昨年度よりも 比の向上が見られた。本研究成果SN

を国際ナノテクノロジー総合展に共同出展し ナノテク大賞 (環境・エネルギー部門)、 2005

を受賞した。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発

【主要成果】

・天敵生物ケナガカブリダニの種内多型を解析するための反復配列マーカーを 遺伝子座に3

ついて開発した。継代飼育を続けた個体群ではこれらの遺伝子座の多様性が減少したの

(1)① 。で、本マーカーを遺伝的多様性や品質管理に用いることが可能と考えられた〔 〕
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【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人4.8 1.0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）49.8 4.0 44.6 1.1

3 IF 3.6 1.2 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

中期計画：

ヒメハナカメムシ、カブリダニ等を対象として、 マーカーを用いた非休眠性等の有DNA

用形質に関する種内多型の解析系を確立し、これを利用して生物農薬として優れた特性

を持つ天敵素材の開発に取り組む。

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立（昆虫適応遺伝研究グループ）

天敵昆虫類ヒメハナカメムシ、カブリダニの系統解析法の開発のため、汎用プライマ

。ー等を用いた解析によりヒメハナカメムシ 種の ゲノムの全塩基配列を決定した3 mtDNA

この結果をもとに各領域の分子進化特性を解析すると共に、種間・種内の遺伝的変異を

検出する プライマーを設計した。ケナガカブリダニの匂い応答性と分散性との間にPCR

遺伝的相関はないが、野外個体群では両形質間に負の相関が存在すること、また匂い応

答性は劣性遺伝である可能性が高いことを明らかにした。ケナガカブリダニの種内多型

を解析するための反復配列マーカーを 遺伝子座について開発した。継代飼育を続けた個3

体群ではこれらの遺伝子座の多様性が減少したので、本マーカーを遺伝的多様性や品質

管理に用いることが可能と考えられた。

（２）環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出

中期計画：

耐性を付与することにより、環境負荷物質の一つである除草剤に耐性を示す組換え植物

や、農薬等を吸収・代謝・分解する環境修復用の組換え植物を作出し、利用の可能性を

評価する。

①環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出（新生物資源創出研究グル

ープ）

残留農薬分析については、 分子種の 分子種を導入した形質転換体での評価を行っ3 P450

た。形質転換体、及び非形質転換体を栽培している水面に除草剤であるアトラジン、メ

トラクロール、ノルフルラゾンの混合物を添加した。その結果、形質転換体を栽培した

場合では非形質転換体を栽培した場合に対して、いずれの農薬においても、植物体中、

及び土壌における残留農薬量が減少することが明らかとなった。すなわち、形質転換体

は非形質転換体と比較して高い環境浄化用能力を持つと考えられた。環境安全性評価試

験については イネに対して特定網室での試験を終了した。pIKBACH

４）新素材及び新蚕糸技術の開発

【主要成果】

・シルクフィブロイン水溶液に少量の水溶性有機溶媒を添加し、凍結・融解処理すること

により、多孔質３次元構造体を作製した。これは高含水率で優れた力学的強度を有する
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ため、化粧品分野のパフやフェースパック材としての利用が期待できる。また、オート

クレーブ滅菌が可能で細胞増殖を促進するため、再生医療用の細胞足場材料としての利

用が期待できる〔(3)① 。〕

・スズメバチの巣(ホーネットシルク)を新素材候補として検討するため、スズメバチの巣

から繭を 溶液中で溶解し、透析、凍結乾燥して、精製ホーネットシルクを得た。こLiBr

、 、 、のホーネットシルムがハロゲン化有機溶媒に可溶であることを見出し フィルム 繊維

スポンジなどの形状に成型する方法を確立した ( )① 。〔 〕3

・絹タンパクセリシンを特異的に分泌する蚕品種として育成された「セリシンホープ」に

新たな機能を付与することを目的に交雑育種を行い、紫外線遮蔽効果や抗酸化性・抗菌

(4)性などの機能を有するフラボノイドを同時に分泌するセリシン蚕品種を育成した〔

② 。〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人19.6 0

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）58.8 38.5 18.0 2.3

18 (IF 8.9 0.5 1 5【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及び飼育技術の開発

中期計画：

極細繊度繭やセリシン繭等の特徴ある繭を産生する蚕品種を開発するとともに、その効

率的な飼育法を開発する。また、カイコ有用育種素材を整備し、物質生産用品種等、新

規性のあるカイコ品種素材の開発に取り組む。

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成及び飼育技術の開発（昆虫生産工学

研究グループ、昆虫適応遺伝研究グループ）

極細繊度蚕やセリシン蚕品種とその効率的飼育法を開発するとともに、カイコ新品種

素材の開発を目的とした。本年度はフラボノイドを分泌するセリシン蚕を育成し、抗酸

化性や抗菌性、紫外線吸収性が高まることを明らかにした。また、セリシン蚕繭は色素

吸着性が高く、ゲル化が容易であるためクリーム等製品を試作できた。さらに、平面繭

作成装置の改良や、桑収量と日照透過率、再発芽率と昼間温度の関係を明らかにし、桑

や繭生産の効率化を進めた。加えて、遺伝資源登録素材の維持・調査・データベースの

構築を行うとともに、セリシン高溶解品種、高強・伸度品種の素材選出や、繊度や広食

、 。性に係わる複数要因の同定 細菌の経口感染性に対する雑種強勢の関与を明らかにした
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A 育成されたフラボノイド図18

入りセリシン蚕

図18B フラボノイドセリシン蚕の抗酸化性・抗菌性・紫

外線吸収性

（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

中期計画：

キチン、絹タンパク質等の天然生体素材について、化学修飾、物理的改変、合成技術の

確立を通じて、キチンミクロスフェアを用いた徐放剤等医薬、農業分野における新規機

能性材料を開発する。

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（昆虫新素材開発研

究グループ）

ミクロスフェアによる薬物の徐放性が、ジブチリルキチン溶液の粘度及びシリコンオ

イルの撹拌速度によって制御できることを実証した。超臨界二酸化炭素によってカイコ

クチクラから不飽和度の異なる脂肪酸が抽出できること、抽出量は温度と圧力をパラメ

ーターとして制御できることを明らかにした。有用物質生産システムの実証試験の一環

として廃棄される全てのカイコ幼虫死骸を回収し、構築した廃棄物処理システムが有機

的に機能することを実証した。 酵素分解によって絹フィブロイン膜から流出する画分の

分子量は減少し、重量減少量と密接に関連していた。

（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

中期計画：

絹タンパク質であるフィブロイン、セリシン等昆虫やクモに特異的なタンパク質につい

て、成分の単離、回収法を検討するとともに、その高次構造、化学的特性等を解明し、

材料特性と機能発現との関係を検討して新素材設計の知見を得る。また、創傷被覆材、
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化粧品等医療素材、生活素材への利用技術を開発する。

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

（昆虫新素材開発研究グループ）

家蚕絹フィブロイン長鎖の非結晶領域を構成するペプチド 種にヒト皮膚繊維芽細胞の2

接着を促進する効果があることを細胞培養実験で確かめた。これらペプチドは、創傷治

癒過程で増殖する血管内皮細胞、表皮角化細胞に対して阻害作用を示さず、創傷治癒剤

としての利用可能性が示唆された。家蚕繭層セリシンのうち分子量約 万の成分(セリシ25

ン )に含まれるセリンリッチな反復構造が明らかにされ、このセリシンが新規なセリシA

ン遺伝子に由来することが確認された。電子顕微鏡観察に際しての、高圧凍結試料調製

法の適用を試み、液状フィブロインの微細構造を観察した。後部絹糸腺由来フィブロイ

ンはリン脂質膜に侵入するが、中部絹糸腺由来フィブロインは侵入しないことが平面膜

法により示唆された。固体 緩和時間測定から、クモ糸に吸収された水分子はアラニNMR

ン残基とは殆ど作用せず、グリシン残基周辺と選択的に相互作用することを見出した。

スズメバチの巣から繭の繊維状タンパク質を抽出する方法、抽出したタンパク質のアミ

ノ酸組成、及び、素材化のためのフィルム、繊維、ハイドロゲル、多孔質体への形状制

御法を確立した。絹スポンジ構造形成解析として、有機溶媒添加によるフィブロイン水

溶液の構造について原子間力顕微鏡・動的光散乱法による評価を実施し、溶液中の微細

構造の存在やその量的な変化が見られることを示し、フィブロインスポンジ形成に関す

る仮説を立証するデータが得られた。

巣から取り出した直後の

ホーネットシルク

粉末状の精製ホーネットシルク

フィルム 繊維

スポンジ

図19 キイロスズメバチの巣内部から取り出したホーネットシルク(上段)と、粉末状の

精製ホーネットシルク(中段)、及び粉末状の精製ホーネットシルクから成型したフィルム、

スポンジ及び繊維（下段 。）
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（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出及びシルクの機能性利用と加工

技術による生活用素材の開発

中期計画：

繭糸や昆虫産生色素等の新生活素材等への利用に着目し、色素ではその単離・精製手法

の開発、構造と機能性の解明等を行う。繭糸では、新衣料素材の開発を目指した極細繊

度繭糸を用いた超薄地絹織物や、太繊度による伸縮性及びかさ高性に富んだ洋装用絹糸

の作出技術を開発する。また、シルク等の化学修飾による機能性付与技術の開発に取り

組むとともに、シルクの機能性を解明し、平面絹等の製造技術の開発を図り、多様な生

活用素材を作出する。

①昆虫由来色素等の抽出・機能評価（昆虫生産工学研究グループ）

紫根抽出液を水／メタノール酢酸溶液で 日間低温透析を行い、透析膜より流出した液3

( 付近に強い吸収をもつ) 滴を約 の に溶解し、 、 、二=210mm 3 0.5mL D20 1H NMR 13C NMR

次元 、 測定した結果から、 基及び の構造が導き出された。さらNMR IR CH3 CH3-CH-CH2

に のデータベースを検索し、スペクトルを比較したところ、 メトキシ プロパAldrich 1- -2-

ノールの 、 スペクトルと試料のスペクトルがほぼ一致した。この結果1H NMR 13C NMR

から、本試料の中の 及び から構成される物質の主成分が メトキシ プロパノールでC H 1- -2-

あることが分かった。そこでヒメマルカツオブシムシ幼虫の摂食試験を行い、 メトキ1-

-2- 1- -2-シ プロパノール処理した羊毛は未処理よりも摂食量が大きい、すなわち メトキシ

プロパノールが摂食刺激の原因物質であることを確かめた。

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（昆虫生産工学研究グループ）

赤外分光法によりセリシンの分子配向特性を明らかにし、弾力性を有するセリシンハ

。 、イドロゲルの製造方法を確立した キハダとタマネギによる染色絹布に紫外線照射をし

変色と抗菌性を調査したところ、最初は変色に伴い抗菌力が弱まったが、 時間以降は20

抗菌力が向上した “はくぎん”の 眠化繭を用いて超薄地織物を試織し風合い評価を行。 3

ったところ、しなやかでしゃり感があることが分った。シルクデニム用のネットロウシ

ルクに、シアヌールによるセリシン定着を施したところ、生地に適度な硬さを付与する

ことができた。嵩高性を有するハイバルク・シルクと偏平なスーパーフラット・シルク

1 1が 本の糸条に混在するコンビネーション繰糸機を開発した 人工皮膚用基材として繭糸。

本による超薄地絹布を作成するとともに、繭糸による人工血管・人工腱用基材に伸縮性

を付与する方法を検討した。

図20 セリシンハイドロゲル

（左） のセリシン水溶液に のエタノールを添加して作製5ml 0.5ml

（右）セリシン水溶液を 分間煮沸後、エタノールを添加（容量は(左)と同じ）20
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ＤＤＤＤ バイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーをををを支支支支えるえるえるえる基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術のののの開発開発開発開発

１）生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

【主要成果】

・イネ科の属内遺伝的多様性解析の結果、イネ属では、葉緑体マイクロサテライト等の多

様性から、倍数体イネの成立過程を明らかにした〔( )① 。1 〕

・フザリウム属菌では従来の形態学的分類と分子系統分類に齟齬が見られるが、ムギ類赤

かび病関連フザリウム属菌種に関する研究の結果、従来 種とされFusarium graminearum 1

た菌群内に 分子系統種を見いだし、各菌種に特異的な 塩基配列に基づいた再定義9 DNA

により 新種を設立した。そのうち、日本には と がムギ類赤か8 F. graminearum F. asiaticum

び病菌として分布することを明らかにし、これら 種の種特異 プライマーを用いた簡2 PCR

便な同定法を開発した ( )③ 。〔 〕1

・アズキと祖先野生種(ツルアズキ、リョクトウ、ケツルアズキ)を用いて連鎖地図を構築

し、アズキで開発した マーカーの約 が他の 栽培種の連鎖地図構築に利用可能でSSR 70% 3

あることを明らかにした ( )① 。〔 〕2

・未成熟卵母細胞からの胚作出系開発を目標として、ブタ原始卵胞卵子をヌードマウスの

腎皮膜化に移植し、さらにホルモン処理を加えて成熟させることによって、体外発生系

で初期胚へと発生させることに成功した ( )① 。〔 〕5

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人16.3 4.1

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）121.7 33.2 65.9 22.6

36 IF 50.6 1.4 8 0【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及び植物病原微生物の多様性解析

中期計画：

核ゲノムや母性遺伝する細胞質オルガネラゲノムを指標に用い、 塩基配列情報に基DNA

づく植物の遺伝子多様性の解析を行う。また、ゲノム上に複数存在する病原性関連遺伝

子等を指標として植物病原微生物の多様性を解析するとともに、既存の分類形質につい

て分子系統をも反映するように新たな評価手法を開発する。さらに、遺伝資源の画像情

報等から抽出される隠れた特性情報を用いて、新たな多様性評価手法を開発する。

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（遺伝資源研究グループ、新生物

資源創出研究グループ）

イネ科の属内遺伝的多様性解析の結果、イネ属では、葉緑体マイクロサテライト等の

多様性から、倍数体イネの成立過程を明らかにした。また、栽培イネは染色体構造の異

なる祖先イネ集団から栽培化した可能性を認めた。サトウキビ属では、栽培種の葉緑体

ゲノムの構造を決定し、加えて栽培化に関係すると示唆される核散在配列を単離した。

イネ科の属間比較ゲノム解析では、イネとオオムギの同祖性を利用してオオムギ条性遺

。 、伝子相同領域をイネゲノムの の範囲に絞り込んだ さらにイネゲノム情報を利用し17kb

コムギの赤かび病抵抗性にリンクするマーカー及びオオムギの稔性回復遺伝子を挟み込

むマーカーを開発した。

②植物病原微生物のゲノム構造における病原性関連遺伝子群の解析（遺伝資源研究グルー

プ）

イネ白葉枯病菌 遺伝子群の発現を直接的に制御する 及び 上流の制御系につhrp hrpX hrpG

いて解析した。ゲノム情報から推測されるシデロフォアレセプター遺伝子及びその近傍
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trh trh hrpX hrpGの転写制御遺伝子候補 の変異株を作出し 解析した結果 の変異株では 及び、 、

遺伝子発現は大きく減少し、また、イネに対する病原性も野生株と比較して遅延した。

これにより、 を 遺伝子群の転写制御に関わる新規の遺伝子として同定した。また、trh hrp

イネ白葉枯病菌全塩基配列情報を に登録、マクロアレイデータ管理ビューワーの作DDBJ

成、及び遺伝的多様性評価のための 抽出ツールの開発を行った。IS

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解析（遺伝資源研究グループ）

、 、 、 、ブラジル産ダイズ急性枯死症( )原因菌と 米国 カナダ 日本でインゲン根腐病SDS

。 、ブラジルではダイズ を引き起こす菌の 種を新種記載した 旧 節の菌種ではSDS 2 Discolor

従来 種とされた菌群内に 分子系統種を見いだし、各菌種に特異Fusarium graminearum 1 9

F.的な 塩基配列に基づいた再定義により 新種を設立した。そのうち、日本にはDNA 8

と がムギ類赤かび病菌として分布することも明らかにした。これgraminearum F. asiaticum

Xanthomonasら 種については種特異 プライマーを用いた簡便な同定法を開発した。2 PCR

属細菌では 及び 領域の塩基配列に基づいた解析の結果、本属細菌は つの分子系rpoD ITS 3

統に類別されることが明らかになった。

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

中期計画：

多様な生態型及び遺伝子型を含むササゲ属野生種集団等が保有する遺伝的多様性の地理

、 、的分布パターンや 遺伝的多様性の特に高い集団の遺伝変異の動態を明らかにするため

ゲノム全体に分布する分子マーカーを作成する。また、マイクロサテライト等の遺伝的

多様性情報を解析し集団内の多様性の程度の推定精度を上げ、これを利用して動物遺伝

資源の小集団における多様性の維持・保全技術を開発する。

①野生種を対象とした集団動態解析手法の開発（遺伝資源研究グループ）

国内産のアズキ栽培種と祖先野生種の雑種集団を用いて 個の マーカーからなる186 SSR

全長 の連鎖地図を構築した。新たに 種類のプライマーセットの座乗位置が明ら836cM 70

4 SSR SSR 205かとなり 連鎖群で マーカーの包括領域が拡大した また プライマーセット、 。 、

種類の約 がアズキに最も近縁な 節で、約 が や 節に90% 70%Angulares Ceratotropis Aconitifoliae

おいて増幅可能で、そのうち ～ は各種の代表的な栽培種－祖先野生種間で多型を49 70%

示し、多様性解析や連鎖地図作成に幅広く利用可能と考えられた。一方、栽培－野生ア

、 、ズキ間の遺伝子流動は認められなかったが 野生アズキ間では頻度は低い( )ものの0.4%

～ ｍ離れた場所からの遺伝子移行を検出した。25 30

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（遺伝資源

研究グループ）

マイクロアレイの複製データからサンプリングエラーによる外れ値を抽出するため、

情報量基準を用いた推定法を開発した。また、動物遺伝資源集団において、遺伝資源と

しての特性を維持しながら、近交退化の生じやすい繁殖能力を改良するための演算方法

を開発するとともに、このような選抜が行われた場合の選抜反応に対する評価法を確立

した。さらに、集団のサイズ、選抜形質の特性、 の数や大きさ、連鎖距離等の様々QTL

な条件下において、繰り返し選抜を行ったときのプログラムを開発し、長期間にわたる

選抜反応の予測を可能にした。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝子等の機能の多様性解析
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中期計画：

耐病性・温度反応性等イネ栽培種等の生育環境適応に関連する特性の多様な遺伝変異を

探索し、これらの特性の遺伝解析に関する研究を行う。特に、凍結の制御に関わる植物

のタンパク質等の探索、単離、機能解析、遺伝子解析等を行う。また、遺伝子ファミリ

ーを構成する遺伝子の遺伝子構造や発現特異性を解析し、重複遺伝子間又は対立遺伝子

間の発現調節機構の多様性を解明する。

①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（遺伝資源研究グループ）

ブロムグラス細胞の形質転換法を開発した。本法を用い、既知の不凍タンパク質と著

、しく相同性の高い分泌型低温誘導性キチナーゼをブロムグラス細胞に産生させたところ

導入細胞の耐寒性は若干増加したが、細胞外に分泌される本タンパク質自体に不凍活性

はなかった。イネにブロムグラス、イネ等由来の耐凍性関連遺伝子を 種導入し、 種10 T2

子まで世代を進めた。その中には、低温発芽性を向上させたものもあった。単離した木

本由来氷核活性物質の糖鎖の構造解析を進めた。オオムギの分離集団を用いて出穂日に

関する解析を行い、低温感応性の遺伝子座を つ、量的遺伝子座( )を つ検出し、 つ2 QTL 5 5

の染色体の連鎖地図上にマッピングした。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

中期計画：

細菌・酵母等の微生物の増殖機能及び物質生産機能に関連する遺伝子を探索し、その遺

伝子の構造と発現調節機構及びその遺伝子がコードするタンパク質の機能を解明する。

また、遺伝子ネットワーク内における当該遺伝子とその他の関連遺伝子の関係を解明す

る。さらに、得られた情報を基にして、これらの遺伝子やタンパク質の機能の種、属間

における多様性を解明し、当該遺伝子の遺伝子資源としての利活用を図る。

①微生物の生物間相互作用に関わる遺伝子の解析（遺伝資源研究グループ）

イネとの相互作用に係わるいもち病菌遺伝子群の多様性・機能とネットワークを解析

するため、 個からなる胞子・菌糸の完全長均一化ライブラリーを作製し、それらを3,072

用いたマイクロアレイを作製した。非病原性遺伝子 については、新たに２つの交AvrPit

配集団を用いた遺伝地図を作成した。さらにイネ側の穂いもち抵抗性遺伝子 の座乗Pb1

領域を約 個体の大規模解析と圃場検定により に絞り込んだ。また、遺伝資源7,000 268kb

の利活用を図るため、酵母キラータンパク質 の細胞内侵入には細胞膜糖脂質合成酵KIKP

素 が必要なこと、脱水素酵素を用いたバイオ燃料電池用の出力向上にチトクロムがIPT1p

有効であるなど機能を解明した。

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

内保存のための調査研究

中期計画：

稀少な動物遺伝資源の効率的な超低温等保存のため、ブタ等をモデルとし、配偶子と胚

。における分化・増殖機構に着目した未分化生殖細胞及び胚の分化・増殖手法を開発する

、 、また ササゲ属野生植物等農業上重要な作物の近縁野生種は複雑な集団遺伝構造を持ち

生息域外保存方法では遺伝的多様性の保全が困難であるので、これらにおける有用遺伝
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、 。子の多様性をより効率的に保存するため 生息域内においてコアとなる集団を決定する

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発（遺伝資源研究グループ）

ブタ原始卵胞卵子をヌードマウスの腎皮膜化に移植し、さらにホルモン処理を加えて

成熟させることによって、体外発生系で初期胚へと発生させることに成功した。一方、

ブタ前精祖細胞をヌードマウスの皮下に移植し成熟させ、顕微授精によって初期胚を得

ることに成功した。 の欠損によって精子形成が減数分裂前期で停止するミュータFKBP6

ントラットでは、性染色体の対合における異常多発が精子形成異常の原因であることを

明らかにした。その他、マイクロチャンバーの利用によって、炭酸ガス培養器を使用せ

ずにブタ初期胚を発生させることに成功した。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析（遺伝資源研究グループ）

STS,CAPS 462 C 400イネゲノムで開発された 等 マーカーを検索し ゲノム種で増幅可能な、

SSR C i個のマーカーを得た。 を用いたスリランカ産 ゲノム種の集団解析から、O. eichinger

は他殖率が高くヘテロ接合体が多いため、生息域内保存による多様性保全の必要性が認

められた。アズキ亜属、 と で 多様性解析を行った結果、両種にV. radiata V. trinervia DNA

は種内多様性や地理的分化の程度に大きな違いがあるなど、コア集団決定の重要な情報

を得た。ミャンマーで収集した未同定種は 分析により、新しい分類群に属するこRAPD

Ceratotropis Aconitifoliaeとが示唆された。交雑親和性の解析では、リョクトウ( 節)と遠縁(

節)の野生種 との交雑に初めて成功した。V. stipulacea

２）実験用動植物の開発

【主要成果】

イネ 系統分の 挿入変異系統を増殖するために、圃場で 個体ずつ生育させ、幼・ 783 Tos17 20

苗期、栄養成長期( 回)、出穂期、登熟期の合計 回の観察を行い、表現型を画像データ2 5

として記録した。併せて、共同研究の 研究室の表現型データと合わせてデータベースへ5

取り込んだ。これらのデータはミュータントパネルのページより閲覧可能である ( )〔 1

① 。〕

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人4.2 0.9

研究資金： 百万円（交付金 、科研費等 ）33.4 32.5 0.9

13 IF 14.5 1.1 2 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

中期計画：

合計 万系統の作出を目標に、イネ・レトロトランスポゾン による遺伝子破壊系統4 Tos17

（ミュータントパネル)の作出を行う。また、ミュータントパネルを圃場に展開し、観察

される変異形質をデータベース化する。

①ミュータントパネルの作出と表現型データベースの構築（分子遺伝研究グループ）

これまでに 万系統をこえるミュータントパネルを作出した。平成 年度は 系統分5 16 783

Tos17 20 2の 挿入変異系統を増殖をかねて圃場で 個体ずつ生育させ、幼苗期、栄養成長期(

回)、出穂期、登熟期、の合計 回の観察を行い、表現型を画像データとして記録した。5

累計で 系統の表現型データを収集した。併せて、共同研究の 研究室の表現型デー7,772 5
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タと合わせてデータベースへ取り込んだ。これらのデータはミュータントパネルのペー

ジより閲覧が可能である。

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（

中期計画：

遺伝子導入及び遺伝子ノックアウト等による疾患モデルマウスの作出をより効率的に行

うため、マウスにおける遺伝子導入技術及び導入遺伝子の発現制御技術等を開発・改良

する。また、免疫疾患モデルマウス、感染症モデルマウス、免疫寛容モデルマウス等、

生体防御機構の解析研究に活用可能な疾患モデルマウスを作出する。

①免疫不全及び炎症性疾患モデルマウスの作出（生体防御研究グループ）

人工細胞表面抗原遺伝子を導入したトランスジェニックマウスを作出し、抗原遺伝子

が精子表面に発現することを確認した。人工表面抗原精子を磁気免疫学的に簡便かつ高

い純度で分取することが可能であったことから、遺伝子導入技術の高度化に向けた手法

の開発が可能になるものと示唆された。 および 染色体連鎖遺伝子が関与する多因性・X Y

致死性疾患モデルマウスの解析を行うために、それぞれの コンソミックマウス系統をY

確立した。 コンソミック系統のうち、 系統由来の 染色体では13Y C3H/HeJ, CAST/Ei, RF/J Y

♂ 産仔が生存し、残りの 系統由来の 染色体では産仔の致死性が確認されたこと-Dh/+ 10 Y

から、確かに♀ ×♂ ♂マウスの致死疾患の一因が 染色体連鎖遺伝DDD DH-Dh/+ F1-Dh/+ Y

子であることが証明された。また、 に関わる 染色体との比較から、本C57BL/6J-YDOM Y

疾患に関わる 遺伝子は ではないことが強く示唆された。Y Sry

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

中期計画：

マウスに比較し立ち遅れている形質転換ブタ作出のための個別技術の開発又は高度化・

簡便化を図り、これらをもとにしてブタへの遺伝子導入を効率的に行うための技術体系

の構築を図るとともに、この技術を用いて導入遺伝子が発現した明確な表現型を示す遺

伝子導入ブタを作出する。

（ 、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 発生分化研究グループ

生体防御研究グループ）

ブタ中枢神経幹細胞を用いた核移植実験を行い、体外における核移植胚の発生能を調

査したところ、胚盤胞への発生率は線維芽細胞を用いた場合よりも高かった。体外成熟

卵子に関しては、酸素濃度を に減じて成熟させることにより、正常な活性化の誘起率5%

及び発生胚の品質(総細胞数)が向上することが明らかになった。この結果は、クローン

cDNA豚の作出へ速やかに応用できる。また、体外成熟の各時期の卵丘細胞を採取し、

ライブラリーの作製を実施中である。ブタ中枢神経幹細胞を用いてブタ卵子への核移植

を行ったところ、胚盤胞への発生率は線維芽細胞を用いた場合よりも高かった。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発

【主要成果】

減圧エレクトロポレーションによ・前処理を施した完熟種子に直接遺伝子を導入するという、
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16る種子への遺伝子直接導入法を コムギ イネ ダイズなどで実用確認し 平成開発し、 、 、 、

年 月１日付けで特許出願(優先権主張)を行った ( )② 。10 3〔 〕

・セリシン遺伝子のプロモーター領域と酵母の 系を利用して中部絹糸腺におけるGAL4/UAS

導入遺伝子発現系の開発を試み、組換えタンパク質の大量合成に成功した。併せて生成

されたタンパク質が繭糸中に容易に分泌され組換えタンパク質の生産系として有望であ

ることを明らかにした ① 。〔 〕(4)

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人17 9.2

研究資金： 百万円（交付金 、受託 、科研費等 ）227.6 63.1 160.1 4.4

9 IF 21.2 2.4 2 4【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

中期計画：

ゲノム解析から得られる組織・器官特異的発現遺伝子に関する情報や、感染特異的発現

遺伝子等の解析をもとに、多様な特異性をもつプロモーターを取得し、それらを組み込

んだ発現ベクターの開発を行う。

①新規のプロモーター及び発現ベクターの開発（新生物資源創出研究グループ）

約 種類のイネ完全長 を組込んだアグロバクテリウムライブラリーを作製し15,000 cDNA

、 。 、 、てイネに形質転換し 約 系統のイネ組換え体を作製した この中には矮性 斑入り2,500

アルビノ、少分げつ等、種々の表現型が見られ、遺伝子の過剰発現による機能解析の有

用性が示唆された。表現型の解析、導入遺伝子の同定等を順次行いつつ、データベース

を構築中である。酵母の亜鉛感受性遺伝子破壊株 株にイネ完全長 発現ライブラ18 cDNA

リーを形質転換したところ 株で感受性が相補され、計 クローンを得た。うち顕著な亜3 22

鉛耐性を示す遺伝子をイネに再導入しており、イネ組換え体の重金属耐性を解析予定で

ある。イネカルス及び 次枝梗分化期の幼穂から を抽出し マイクロアレイを用い2 RNA 22K

て、幼穂特異的に発現する遺伝子を探索した。幼穂でカルスの 倍以上の発現が見られ50

る遺伝子が 個(うち 個は 倍)が見つかった。9 2 100

（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

中期計画：

高等植物における相同組換えの分子機構とその効率を高めるための要因の解析を行い、

染色体中の特定の遺伝子を破壊・改変する技術の開発に取り組む。

（ ）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 新生物資源創出研究グループ

形質転換系コンストラクトΔ の導入によって得られた除草剤ビスピリバックOsALSR

耐性植物体を解析したところ、これらはジーンターゲッティングにより耐性を獲得しBS

たことが明らかとなった。また、次世代植物の解析より、ターゲッティングを生じた遺

gain伝子座は安定に遺伝することが示された これは世界で初めてのイネ科植物における。

型のジーンターゲッティングの成功例である。またクロマチン再構成を阻害of function

DNAすることにより 相同組換えに関与する遺伝子の発現が高まり またそれらの因子が、 、

。の傷害部位にリクルートされることにより相同組換え頻度が向上することが示唆された
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（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

中期計画：

アグロバクテリウムによる形質転換が困難なコムギ、ダイズ等の作物に関して、形質転

換効率を向上させるため遺伝子導入方法、再分化関連因子等を改良・開発する。

①コムギ及びダイズの形質転換技術の開発及び改良（新生物資源創出研究グループ）

ダイズ高感染性アグロバクテリウム由来の 株による形質転換系を開発するためにSoy2

感染条件の最適化を進めた。良好な条件下では 程度の形質転換が観察されたが、20-40%

安定な感染系とするには一工夫が必要である。コシヒカリ系統に見られる難培養特性に

400kb Predicted Gene関与する遺伝子座領域の解析を行った。また、関連遺伝子領域約 中の

(イネゲノムホームページ)のデータから、亜硝酸還元酵素遺伝子に着目し、コシヒTable

カリとコナンソウの両遺伝子の配列解析を行った結果、同遺伝子のプロモーター部の変

異により、培養特性が変化していることが明らかとなった。コムギ農林 号については67

再分化率が 以上に達する系統を選抜し、パーティクルガン法で形質転換植物体を得90%

た。超音波による遺伝子導入では、コムギとイネの種子を用いて、減圧 超音波処理の+

組み合わせで、導入した遺伝子の一時的発現を認めることができ、現在特許性に関する

調査を行っている。

直接遺伝子導入法の開発 新生物資源創出研究グループ)② (

イネ吸水種子へアグロバクテリウムを接種し、接種後一ヶ月以上生育させた後 のGFP

発現を解析したところ、非常に低い頻度ではあるが、 が発現している細胞が存在しGFP

た。またオーキシン、サイトカイニンを合成する遺伝子をイネ種子に導入したところ、

植物ホルモンを含まない培地で増殖するカルスが得られた。マイクロインジェクション

( )法で 粒、アグロバクテリウム( )法で計 粒について 遺伝子あるいはｓMI 512 AT 825 GUS

遺伝子の一過的発現を観察した。 法では 粒で胚付近で、 法では多くの穎花のGFP MI 8 AT

葯、柱頭等で発現が観察された。イネとコムギについて効率良く遺伝子を導入する条件

を明らかにした。アラビドプシスとダイズ用の遺伝子導入チャンバーを設計し、製造業

者へ発注した。ダイズについても遺伝子導入を行うための各種条件が明らかとなった。

さらにアグロバクテリウム 減圧 エレクトロポレーションの組み合わせで、組織培養を+ +

しなくても遺伝子の発現を、コムギ、イネ、ダイズなどで確認できたので、特許出願を

行った。

図21 減圧エレクトロポレーションによる種子への遺伝子直接導入.装置

(左 減圧チャンバー、右 電源装置): :
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（４）トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆虫等の作出技術及び昆虫培養細胞系

簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

中期計画：

トランスポゾンによる組換え体昆虫の作出において、トランスポゾンの転移活性の改良

等により、組換え体作出効率を向上させるとともに、発現能力の高いウイルスベクター

を開発する。また、初代培養法の改良等により、簡便で容易な昆虫細胞株作出技術を開

発し、作出された培養細胞の機能解析を進める。微生物等の異物を認識して応答する培

養細胞を選抜して昆虫生体防御反応の実験系を開発し、先天性免疫関連遺伝子の転写因

子を解明する。

①トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現系構築のための組換え昆虫及び組換え

ウイルス作出技術の開発（昆虫生産工学研究グループ）

新しい遺伝子導入のためのベクターとしてトランスポゾン が有効であることが分minos

かった。即ち、組換え体カイコの作出に適したベクターが構築され、これによるトラン

スジェニックカイコの作出に成功した。また、トランスジェニックカイコにおいては、

の利用し、セリシン 遺伝子の上流をプロモーターとする 遺伝子を作出UAS/GAL4 1 GAL4

し、この遺伝子を利用して中部絹糸腺における遺伝子発現系を作出した。また、カイコ

。のアクチン遺伝子の上流領域のプロモーター活性と挿入位置との関連についても調べた

脳神経系特異的に働く により行動障害遺伝子については絞り込みを進めるととpdf-GAL4

もに、ヒト 遺伝子を導入した組換え昆虫を作製し生物時計の遅延作用を確認した。FMR1

図22 セリシン1遺伝子の上流をプロモーターとするSer1GAL4遺伝子を持つベクターの構造(A）と

Ser1GAL4系統とUASGFP系統との交配によるSer1GAL4とUASGFP遺伝子を持つ個体の作出(B）

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

虫生産工学研究グループ）

樹立した連続継代性培養細胞株の主な利活用として、生理活性物質に鋭敏に誘導され

る血球由来細胞株の機能解析を進めた。無血清培養可能なカイコ細胞株は組換えウイル

in vitroスに対する感受性が高く 組換え体の高発現を確認し 民間と共同で特許を取得し、 、
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発現系として販路に乗せる準備をしている。複数のカイコ細胞株から鱗翅目昆虫への植

物ウイルス感染が始めて発見された。脂肪細胞分化マーカーの 遺伝子と相同性の高いap2

カイコ 遺伝子を 細胞から単離し、脂肪分化誘導薬剤により発現を確認し解BmFABP BmN4

析した。カイコ細胞でアタシン及びレボシン抗菌ペプチドのプロモーター活性検定系を

確立した。これまでセクロピン が発現誘導される器官は脂肪体と血球であるとされてB

いたが、形質転換カイコではほとんどの中胚葉由来上皮細胞であることを確認した。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

中期計画：

植物や動物由来の選抜マーカー遺伝子やマーカー遺伝子の除去技術等の社会的受容性の

高い新規選抜技術の開発に取り組む。

①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発（新生物資源創出研究グループ、生理機能研究

グループ）

回目の形質転換後再分化個体を得、サザン解析から コピーの 挿入が行われた1 1 T-DNA

と思われる系統を確立した。現在その種子から得たカルスを用いて部位特異的組換えを

起こさせる実験を行っている。ピリミジニルカルボン酸除草剤に抵抗性を獲得した一点

変異型イネアセト乳酸合成酵素( )遺伝子とイネ プロモーターあるいはイネカルALS ALS

ス特異的プロモーターを連結したバイナリーベクターを開発し、従来のハイグロマイシ

ALSン選抜以上に効率よく選抜できることを実証した。また、固形培地上で発色による

活性を検出する方法を開発したので、レポーター遺伝子としても利用可能になった。

（６）安全性評価手法の開発

中期計画：

マイクロアレイ、プロテオーム解析等の新規分析技術の導入等により、組換え体の安全

性評価手法の高度化を図るとともに、従来と異なる型の組換え体の評価にも適用できる

安全性評価の項目を開発する。

①組換え体の環境に対する安全性評価手法の高度化（新生物資源創出研究グループ、発生

分化研究グループ、昆虫生産工学研究グループ、昆虫適応遺伝研究グループ）

根圏を制御するなどのストレスをかけて や と西洋ナタネ( )の交雑B.rapa B.juncea B.napus

親和性の変化を調査したところ、花粉管伸長等に大きな変化はなかった。アブラナ科作

物で雄性不稔性を誘導するため、葯特異的発現プロモーターを単離した。タバコの葉緑

体形質転換に関わる要因を検討し、スペクチノマイシンで選抜する限り安定した形質転

換が可能となった。蚕糞からの の抽出方法を検討し、 組換えカイコの４齢及びDNA GFP

５齢期の蚕糞抽出 から、 法により微量の をコードする を検出した。カDNA PCR GFP DNA

イコ腸内微生物である 属細菌について 密度勾配遠心分離法により分Staphylococcus percoll

離し、 の検出が可能であることを示した。 を発現する組換えカイコに を接DNA GFP NPV

種し増殖させた後、再分離した多角体において蛍光顕微鏡による観察では導入 遺伝GFP

子の移行の有無の判定は困難と考えられた。カイコ雌蛾を放飼すると一部がクワコと交

配し、室内ではカイコ雌とクワコ雄が交配した。 補酵素硫化酵素遺伝子断片プライマMo

ー作出すると、クワコの断片が長かった。昆虫病原糸状菌 の 系統間でBeauveria bassiana 2

は 法により検出を目的とする系統を 混入率 ％まで検出できた。次に、PCR-RFLP DNA 10
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微胞子虫 属 系統間では 法により検出を目的とする系統を 混入率 ％、Nosema 2 PCR DNA 2

及び核多角体病ウイルス( )のルシフェラーゼ遺伝子を導入した組換え についてNPV NPV

は、 法により 混入率 ％まで検出可能であった。PCR DNA 1

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

【主要成果】

・保存中のアジア栽培イネを対象に マーカーの変異に基づき母集団で検出されるDNA

対立遺伝子の ％以上を含む世界イネ・コアコレクション 点、日本在来イ90 (WRC)66

ネ・コアコレクション 点を選定し、系統内多型を可能な限り排除し増殖、(JRC)35

配布できる体制を整備した ① 。〔 〕(2)

【研究資源】研究員数： 人、非常勤研究員数： 人24.5 2.7

研究資金： 百万円（交付金 、受託 ）150.0 95.5 54.5

10 IF 6.9 0.7 3 0【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

中期計画：

年次計画により遺伝資源の収集・受入れの強化を図る。海外における遺伝資源の多様性

保全のための共同調査を行う等、 における国際的枠組みとの連携・協力や生物多様FAO

性条約等に基づいた対処を進める。収集遺伝資源を主体に有用特性の評価の充実を図る

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。

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（ジーンバンク）

ミャンマーで野生イネ等 点、中国で乳酸菌 株を収集したほか、国内外の在来遺伝91 150

資源の収集や移譲により植物 点、微生物 株、動物 点(新規 点)を受け入れ、3,327 1,004 26 14

目標数をほぼ達成した。中国新彊ウイグル自治区での果樹遺伝資源及びパプアニューギ

ニアでのマメ類、野生イネ等を対象に共同調査事業を開始した。アメリカ農務省との共

同で北海道における小果樹類の探索収集を行った。ミャンマーから導入したイネ遺伝資

源 点と果樹類 点を無毒化し、イモ類 点の無毒化を継続実施中である。 から224 121 5 IPGRI

の委託により東アジア地域におけるエゴマとハトムギ遺伝資源の保存と利用に関する研

究を行っている。種子休眠性、硬実性及び による多様性解析から、農家が保有するAFLP

エゴマの遺伝的多様性を維持するためには、硬実エゴマ集団の保存が効果的であること

。 、を明らかにした 食料農業遺伝資源委員会およびワーキンググループ会合への出席FAO

世界行動計画プロジェクトへの協力等により国際動向の把握と連携協力に努めた。FAO

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

（ジーンバンク、ゲノム研究グループ）

植物約 点、微生物 点、動物 点の特性調査を行うとともに、近縁野生198,000 10,341 1,118

種等を用いて育種素材化を進めた。 多型情報を基に世界イネ・コアコレクションとDNA

日本在来イネ・コアコレクションを選定し、世界イネ・コアコレクションの配布を開始

した。世界イネ・コアコレクションを用いたイネゲノム全域の連鎖不平衡解析により、

対立遺伝子の検索を行った。アワの澱粉粒結合型澱粉合成酵素遺伝子に挿入され、モチ

性や低アミロース性の発現に関与する易変異因子の簡易同定により対立遺伝子の地理的

分布を明らかにした。新植物病害微生物の特性評価を行うとともに、タバコ野火病菌フ
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ラジェリンの糖鎖修飾部位を明らかにした。マイクロサテライトマーカーを用いてニワ

トリの連鎖地図を作成し、ミトコンドリアゲノムの解析により家禽の類縁関係を明らか

にした。

（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化

中期計画：

、 、遺伝資源の効率的かつ安定的な保存システムの構築を進めるとともに 品質評価を行い

保存遺伝資源の活力及び特性の維持を図る。配布等により保存数量が減少した遺伝資源

は増殖する。また、配布に際し、遺伝資源に関する国際的枠組みに積極的に参加すると

ともに、利用者への利便性向上を図るため、インターネットによる公開用データベース

等、遺伝資源情報の管理・提供システムを高度化する。

①遺伝資源の長期保存・品質管理と増殖・保存技術の改善（ジーンバンク）

サブバンク等の協力を得て、現有の遺伝資源数は植物 点、微生物 株、動233,000 21,535

。 、物 点となり目標数を達成した 配布可能なアクティブコレクションを植物 点923 129,045

微生物 株、動物 点に拡充した。植物では、桑冬芽の超低温保存に約 点を追加13,947 85 300

し、合計 点の桑遺伝資源を超低温で保存している。イグサの凍結保存用材料として、448

回転培養により作出した多芽体(多数の均一な茎頂)を利用できることを明らかにした。

微生物では、超低温凍結法による長期保存が困難な卵菌類の前処理培養条件と解凍復元

条件を改善し、液体窒素中で ケ月間保存できた。動物では、性判定したニワトリ始原生9

殖細胞を凍結保存し移植胚を作出した。また、生物多様性条約および食料農業植物遺伝

資源条約の目的に照らして、遺伝資源の配布に係る同意書に利益配分の条項を加えると

ともに、すべての植物遺伝資源の配布制限について点検を行った。

表10 イネ・コアコレクション

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（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）

ジーンバンク計算機システムを更新し、データベースやデータ管理プログラムを移行

。 、した コアコレクションの在庫管理や配布申請に対応するスキーマを作成するとともに

統一的な在庫管理システムを作るため、配布業務分析を行って作業フローを作成した。

微生物では特性データ管理用スキーマの作成や特性シート記述法の整理を行い、登録用

 世界イネ・コアコレクション 

 

母集団：GB 保存の約 31,000 点から地域

ごとに選んだ 332 点 

↓ 

184RFLP マーカー，571 対立遺伝子 

↓ 

66 点を選定 

母集団の多様性の約 91%を含む 

 日本在来イネ・コアコレクション 

 

母集団：GB 保存の約 2,000 点から来歴情

報で選んだ 236 点 

↓ 

32 SSR マーカー，247 対立遺伝子 

↓ 

35 点を選定  

母集団の多様性の約 94%を含む 
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シートの画像登録プログラムを開発した。動物のパスポートデータ管理用スキーマを作

成した。ジーンバンクのホームページを改善し、動物図鑑用データプログラムと図鑑閲

覧プログラムを開発した。 バンクではホームページを刷新し、イネゲノムリソースDNA

センターでは、引き続き配布用 と 次元バーコードシステムによる正確で迅速な配DNA 2

布体制の整備を進めるとともに、マイクロアレイ解析システムを構築した。
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、 、 、 、 、 、 、なお 各研究課題について 交付金研究 受託研究 競争的資金別に 予算額 研究員数

(表ポスドク数(今年度中の雇用が ヶ月未満は 人、それ以上は 人とした)の一覧を示した6 0.5 1.0

。11)

予算額
（百万円）

研究員
数(人)

ﾎ゚ｽﾄ゙ ｸ
数(人)

予算額
（百万円）

研究員
数(人)

ﾎﾟｽﾄ゙ ｸ
数(人)

予算額
（百万円）

研究員
数(人)

ﾎﾟｽﾄﾞｸ
数(人)

予算額
（百万円）

研究員
数(人)

ﾎ゚ｽﾄ゙ ｸ
数(人)

ＡＡＡＡ1111 14.214.214.214.2 3.93.93.93.9 0.00.00.00.0 293.3293.3293.3293.3 4.64.64.64.6 6.06.06.06.0 6.46.46.46.4 0.30.30.30.3 0.00.00.00.0 314314314314 8.88.88.88.8 6.06.06.06.0

ＡＡＡＡ2222 34.434.434.434.4 11.111.111.111.1 0.20.20.20.2 236.3236.3236.3236.3 12.412.412.412.4 11.011.011.011.0 9.59.59.59.5 0.60.60.60.6 0.00.00.00.0 280280280280 24.124.124.124.1 11.211.211.211.2

ＡＡＡＡ3333 26.826.826.826.8 5.45.45.45.4 0.00.00.00.0 149.8149.8149.8149.8 6.96.96.96.9 6.06.06.06.0 5.005.005.005.00 1.31.31.31.3 0.00.00.00.0 182182182182 13.613.613.613.6 6.06.06.06.0

ＡＡＡＡ4444 30.530.530.530.5 5.05.05.05.0 1.01.01.01.0 60.560.560.560.5 2.12.12.12.1 4.54.54.54.5 12.0012.0012.0012.00 1.81.81.81.8 0.50.50.50.5 103103103103 8.98.98.98.9 6.06.06.06.0

ＡＡＡＡ5555 201.6201.6201.6201.6 34.734.734.734.7 5.65.65.65.6 165.3165.3165.3165.3 12.712.712.712.7 7.87.87.87.8 34.6034.6034.6034.60 4.74.74.74.7 0.00.00.00.0 402402402402 52.152.152.152.1 13.413.413.413.4

ＡＡＡＡ6666 67.367.367.367.3 20.720.720.720.7 0.00.00.00.0 226.2226.2226.2226.2 11.611.611.611.6 12.512.512.512.5 14.1014.1014.1014.10 1.81.81.81.8 0.50.50.50.5 308308308308 34.134.134.134.1 13.013.013.013.0

B1B1B1B1 29.629.629.629.6 3.23.23.23.2 2.62.62.62.6 67.967.967.967.9 1.11.11.11.1 5.65.65.65.6 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 98989898 4.34.34.34.3 8.28.28.28.2

B2B2B2B2 3.83.83.83.8 1.21.21.21.2 0.00.00.00.0 17.617.617.617.6 1.61.61.61.6 0.00.00.00.0 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 21212121 2.82.82.82.8 0.00.00.00.0

B3B3B3B3 12.512.512.512.5 3.93.93.93.9 0.00.00.00.0 29.029.029.029.0 3.43.43.43.4 1.01.01.01.0 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 42424242 7.37.37.37.3 1.01.01.01.0

C1C1C1C1 36.036.036.036.0 4.84.84.84.8 0.30.30.30.3 26.926.926.926.9 0.20.20.20.2 2.52.52.52.5 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 63636363 5.05.05.05.0 2.82.82.82.8

C2C2C2C2 4.24.24.24.2 1.91.91.91.9 0.00.00.00.0 4.24.24.24.2 0.70.70.70.7 0.00.00.00.0 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 8888 2.62.62.62.6 0.00.00.00.0

C3C3C3C3 4.04.04.04.0 0.80.80.80.8 0.00.00.00.0 44.644.644.644.6 3.93.93.93.9 1.01.01.01.0 1.101.101.101.10 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 50505050 4.84.84.84.8 1.01.01.01.0

C4C4C4C4 38.838.838.838.8 15.215.215.215.2 0.00.00.00.0 18.318.318.318.3 4.04.04.04.0 0.00.00.00.0 2.302.302.302.30 0.40.40.40.4 0.00.00.00.0 59595959 19.619.619.619.6 0.00.00.00.0

D1D1D1D1 33.233.233.233.2 7.87.87.87.8 0.30.30.30.3 65.965.965.965.9 6.56.56.56.5 3.83.83.83.8 22.6022.6022.6022.60 2.02.02.02.0 0.00.00.00.0 122122122122 16.316.316.316.3 4.14.14.14.1

D2D2D2D2 32.532.532.532.5 3.43.43.43.4 0.90.90.90.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.900.900.900.90 0.80.80.80.8 0.00.00.00.0 33333333 4.24.24.24.2 0.90.90.90.9

D3D3D3D3 63.163.163.163.1 9.09.09.09.0 2.02.02.02.0 160.1160.1160.1160.1 7.17.17.17.1 7.27.27.27.2 4.404.404.404.40 0.90.90.90.9 0.00.00.00.0 228228228228 17.017.017.017.0 9.29.29.29.2

EEEE 95.595.595.595.5 22.622.622.622.6 1.71.71.71.7 54.554.554.554.5 1.91.91.91.9 1.01.01.01.0 0.000.000.000.00 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 150150150150 24.524.524.524.5 2.72.72.72.7

合計合計合計合計 728.0728.0728.0728.0 154.6154.6154.6154.6 14.614.614.614.6 1,620.41,620.41,620.41,620.4 80.780.780.780.7 69.969.969.969.9 112.90112.90112.90112.90 14.714.714.714.7 1.01.01.01.0 2,4612,4612,4612,461 250.0250.0250.0250.0 85.585.585.585.5

大
課
題

表表表表１１１１１１１１　　　　　　　　平成平成平成平成１６１６１６１６年度研究大課題別予算額等集計表年度研究大課題別予算額等集計表年度研究大課題別予算額等集計表年度研究大課題別予算額等集計表

交付金 受託 競争的資金 合計
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２２２２ 専門研究分野専門研究分野専門研究分野専門研究分野をををを活活活活かしたかしたかしたかした社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

((((１１１１))))分析分析分析分析、、、、鑑定鑑定鑑定鑑定

中期計画：

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。

旧蚕糸・昆虫農業技術研究所の業務を引き継ぎ、農業生物資源研究所は 年度も宮内16

庁紅葉山御養蚕所の蚕種(小石丸)の微粒子病に対する母蛾検査を行った。この他、農業

生物資源研究所の専門性を活かして、イネオリゴアレイによるイネ遺伝子発現解析 件、7

、 、 、繭や生糸の品質鑑定 件 昆虫の遺伝子系統解析や種内変異解析等 件 クワ属の鑑定 件3 3 1

特殊な植物病原菌による病害診断等 件を行った。13

((((２２２２))))講習講習講習講習、、、、研修等研修等研修等研修等のののの開催開催開催開催

中期計画：

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外部に対する技術相談窓口を設置し対応する。

①講習、研修等の開催と協力

「植物分野におけるポストゲノム研究」をテーマに、都道府県農林水産関係研究員を

対象とする短期集合研修を開催し、 名の参加があった。産官学のバイオテクノロジー33

分野の研究者を対象とする農林交流センターワークショップ(農林水産省農林交流センタ

ーと共催)を開催し、延べ 名が参加した( 。また、遺伝子組換え作物に関する研修83 表12)

会への講師派遣など、各種研究機関、団体等の講習会、講演会等に、延べ 名の講師を47

派遣した。

表12 講習・研修等の開催実績

講習・研修名 期 間 参加人数

都道府県農林水産関係研究員短期集合研修 33名16.10.5～10.8

（植物バイテク関連）

農林交流センターワークショップ

13名・ イネオリゴマイクロアレイゲノム解析」 16.6.9～6.11「

23名・ ゲノムインフォマティクス」(初級編） 16.6.24～6.25「

3名・ ゲノム解析のための二次元電気泳動技術」 16.7.5～7.9「

25名・ ゲノムインフォマティクス （中級編） 16.9.16～9.17「 」

3名・ 品種識別のための二次元電気泳動技術」 16.10.4～10.8「

16名・ 第 回タンパク質構造解析シリーズ」 16.11.24～11.26「 19
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②研修生等の受入れ

年度は、大学、独立行政法人及び公立試験研究機関から依頼研究員 名及び流動研究16 9

員 名、大学等から客員研究員 名と講習生 名を受け入れ、技術指導などを通じて、人1 2 111

材育成、技術水準の向上並びに技術情報の移転に努めた。海外からは 、 等かJICA JIRCAS

ら研修生 名を受け入れ、海外の研究者の技術水準の向上に寄与した( 。42 表13）

③外部に対する技術相談

技術相談の窓口(企画調整部情報広報課)を中心として対応に努めた。なお寄せられた

相談のうち、蚕や絹に関する 件については、松本、岡谷キャンパスにおいて面談し対80

応した。

((((３３３３))))行政行政行政行政、、、、国際機関国際機関国際機関国際機関、、、、学会等学会等学会等学会等へのへのへのへの協力協力協力協力

中期計画：

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。

①行政部局への併任

農業生物資源研究所職員 名が農林水産技術会議事務局、内閣府、人事院などへの併任9

となって、専門知識を活かして積極的に協力した。

②専門家派遣

厚生労働省、文部科学省、環境省など国の委員等 名、地方公共団体の委員等 名、他12 2

独立行政法人の委員等 名、社団法人・財団法人の委員等 名、民間企業の委員 名の延31 25 3

べ 名を派遣し行政等に協力した。また、 名の職員が国内学会及び国際機関・国際学64 73

会の役員・委員等として協力した。

経済協力開発機構( )、国連食料農業機関( 、国際協力機構( )、農林水OECD FAO JICA）

産省、文部科学省な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、27

会議等に専門家として派遣した( 。表14）

表13 海外からの研修生の受入

（ ）経費負担先 国 人数 名

JICA 16国際協力機構( ） インド、バングラディッシュ、パキスタン、
パラグアイ、ジンバブエ、ネパール、ベトナ

ム、フィリピン

4国際農林水産業研究 中国、ラオス、ベトナム、パキスタン

（ ）センター JIRCAS

JSPS 14日本学術振興会( ) インド、中国、ポーランド、フィリピン、タ

イ、韓国

8派遣者側負担 インド、韓国、タイ、中国、フィリピン

16 42合 計 か国
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また、農林水産省、都道府県、大学等の要請に応じて、研究開発に関する検討会や技

術研修会等に延べ 名を専門家として派遣した。47

③放射線依頼照射の実施

5 44 9 46放射線育種場において、 独立行政法人研究機関から 件、 公立試験研究機関から

件、 大学から 件、民間・個人等 か所から 件の依頼を受け、合計 件の依頼照射を5 38 8 16 144

行った( 。資料Ⅱ「遺伝資源の配布及び依頼照射実績一覧」）

３３３３ 成果成果成果成果のののの公表公表公表公表、、、、普及普及普及普及のののの促進促進促進促進

((((１１１１))))成果成果成果成果のののの利活用利活用利活用利活用のののの促進促進促進促進

中期計画：

①研究成果は外部の評価により、直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果を中期目標の

期間内に10件以上選定する。

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国際的な動向に対応して遺伝資源の配布手続きを簡素化し、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。

①普及に移しうる成果

各研究グループ長等から提出された候補課題について、複数の研究グループ長等が審

査を行い、農業生物資源研究推進戦略会議での検討を経て、主要研究成果 件を選定し24

表14 海外への専門家派遣

経費負担先 国・地域 件数

OECD 1経済協力開発機構 ( ) フランス

JICA 3国際協力機構 ( ） ミャンマー 、インド、2

IPGRI 1国際植物遺伝資源研究所 ( ） 中国

IRRI 1国際稲研究所 ( ） フィリピン

FAO 3国連食糧農業機関 ( ） イタリア、タイ2

CGIAR 1国際農業研究協議グループ（ ） フランス

CIMMIT 1国際ﾄｳﾓﾛｺｼ・小麦改良ｾﾝﾀｰ ( ) オランダ

1農林水産省 フランス

4文部科学省 南アフリカ、アメリカ、インドネシア、中国

11相手側 フィリピン、タイ 、オーストラリア 、ベトナ2 2

ム、スロバキア、ラオス、 台湾、アメリカ、

ミャンマー

13 27合 計 か国・地域



－ －75

た。これらは「平成 年度の主要研究成果」( とし16 資料Ⅴ 平成16年度の主要な研究成果)

て印刷・配布するとともに、所ホームページ上で公開した。このうち農業生産または生

物産業に分類された 件を普及に移しうる成果(直ちに利活用できる成果)として選定した4

。この結果、 年間での普及に移しうる成果の合計は 件となった。(表15） 4 20

表15 平成16年度の主要な研究成果

主 要 研 究 成 果 名 分類

知的貢献イネの全ゲノム塩基配列情報の完全解読

知的貢献カイコ遺伝子の を網羅する データベースとマイクロアレイ作製80% EST

技術開発コエンザイム の新規な生産方法の開発Q10

技術開発栽培イネコアコレクションの作製

技術開発形質転換細胞の効率的選択による緑色蛍光蛋白質発現クローン豚の作出

知的貢献幼若ホルモンエステラーゼを過剰発現させた形質転換カイコの成長特性

知的貢献昆虫の咀爵運動の制御に関わる大顎閉筋運動ニューロン群の機能分化

知的貢献トビモンオオエダシャクの幼虫は化学的にも植物に擬態する

知的貢献と改変シロアリセルラーゼの大腸菌による大量生産技術

技術開発

知的貢献と昆虫ポックスウイルス紡錘体によるウイルス感染増進のメカニズム

技術開発

技術開発ホーネットシルクの精製と成型法

技術開発とシルクフィブロインを用いた新規多孔質３次元構造体

生物産業生物産業生物産業生物産業

知的貢献とカイコ中部絹糸腺での特異的遺伝子発現系の確立

技術開発

技術開発と弾力性と成形性を有するセリシンハイドロゲルの作製

生物産業生物産業生物産業生物産業

技術開発と機能性を高めたセリシンを生産する蚕品種セリシンフラボの開発

生物産業生物産業生物産業生物産業

知的貢献新規イネ出穂期関連 遺伝子の単離と解析Ehd1

知的貢献低温耐性と茎葉伸長に関与するカルシウム情報伝達系の解析

知的貢献キノコ由来アスパラギン酸プロテアーゼのＸ線結晶構造解析

知的貢献イネタンパク質の立体構造解析

知的貢献微生物共生のための初期シグナル伝達過程へのプラスチドの関与

知的貢献とショ糖リン酸合成酵素遺伝子を高発現させたジャガイモの収量特性の向上

技術開発

技術開発インスリン分泌促進機能を有するグルカゴン様ペプチド(ｍ )高蓄積米GLP-1

の開発

知的貢献花粉照射法を用いた放射線により誘導される突然変異の解析

農業生産農業生産農業生産農業生産リンゴ斑点落葉病に耐病性の突然変異新品種「放育印度」

②研究リソースの提供

イネゲノムリソースセンターを中心として研究リソースの整備を進め、海外を含めて

配布を行った。リソースセンターの配布可能なりソースは、約32,000クローンのイネ完全
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長 、約5万系統のレトロトランスポゾン を用いた遺伝子破壊系統、遺伝子解析cDNA Tos17

表16) 表17のとおりであった。材料６集団となった( 。16年度のイネリソースの配布実績は

完全長 、 変異系統ともに、日本、中国、韓国、アメリカの順にリクエストがcDNA Tos17

。 、 、 、 、 、多かった また バンクでは イネ イネ マーカー イネ 及びブタDNA EST RFLP YAC EST

ブタ を整備して配布を行い、イネリソースでは、 が12件33クローン、 マーBAC EST RFLP

カーが７件50クローン、ブタリソースでは、個別 クローンが8件303クローン、スクBAC

リーニング用 プール が6件59セットであった。ゲノム情報をより広く利用してもBAC DNA

らうために、 年度にイネゲノムリソースセンターでイネオリゴマイクロアレイ、ゲノム16

インフォマティクスの初級編・中級編の研修を行って、合計 名の参加があった。また、62

オープンラボ形式によるアレイ解析講習を行い、 延べ 名が参加した。86

ジーンバンクが保存する遺伝資源に対する配布要請に応じ、植物遺伝資源 点、微4,142

生物遺伝資源 点、動物遺伝資源 点、イネ 点、ブタ 点、原蚕種 蛾、680 17 DNA78 DNA354 357

資料Ⅱ「遺伝資源の配布及び保存蚕品種 蛾、桑の接穂・苗木 本の配布を行った(1,863 300

。依頼照射実績一覧」）

表16 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 国際コンソーシアム全体では、 ( )を完全解読370.7Mb 95.3%

（残りの部分は繰り返し配列が多く解読が困難)

日本は全体の ％を完全解読55

完全長 約 クローンの配布可能cDNA 32,000

遺伝地図 染色体部分置換系統群 種類 系統2 93

戻し交雑自殖系統群 種類 系統3 365

半数体倍加系統群 種類 系統1 210

ミュータントパネル ミュータントパネル 約 万系統5

表現型データベース 約 万系統4

破壊遺伝子データベース 約 千系統(約 万件）6 2

プロテオーム ２次元電気泳動ゲルデータ 件23

データベース登録タンパク質 件13,129

(アミノ酸配列情報 )5,674

マイクロアレイ 完全長 情報を利用した、約 万スポットアレイの市販cDNA 2

オープンラボ形式によるアレイ解析用機器の一般利用推進

バンク ライブラリー クローンDNA cDNA 48,562

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
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③ゲノム情報の提供

農業生物資源研究所ホームページ上に、昨年度公開したイネ完全長ｃ データベーDNA

ESTス イネプロテオームデータベース カイコゲノム塩基配列データベースの他に ブタ、 、 、

cDNA Riceデータベース、イネ発現遺伝子データベース、完全長 クローンデータベースの

、イネゲノムリソースセンターのデータベースを新たに公開した。また、イネPIPELINE

完全長 データベースで公開されている約 件の配列データを国立遺伝学研究所cDNA 32,000

の配列・解析データベースである で解析し、予測された２次構造・立体構造等のGTOP

情報を公開するなど利便性を高めた 。これらのゲノム情報に関する は、世界中(図23） HP

から毎日たくさんのアクセスを受けており、日本ばかりでなく世界のゲノム研究の推進

(表18、資料Ⅵ「農業生物資源研究所が公開している主なに大いに寄与している所である

。ホームページ一覧」)

図23 農業生物資源研究所で新たに公開したゲノム関連データベース

表17 イネゲノムリソースセンターの配布実績

研究材料の種類 配布件数 クローン(系統)数

cDNA 442 2,553イネ完全長

Tos17 155 1,053変異系統

遺伝解析材料

8 23個別系統

BIL 98 3集団 日本晴／ｶｻﾗｽ ( 系統)

CSSL 54 5日本晴／ｶｻﾗｽ ( 系統)

BIL 182 2ｺｼﾋｶﾘ／ｶｻﾗｽ ( 系統)

CSSL 39 11ｺｼﾋｶﾘ／ｶｻﾗｽ ( 系統)

BIL 85 4ｻｻﾆｼｷ／ﾊﾊﾞﾀｷ ( 系統)

DHL 210 3ｱｷﾋｶﾘ／ｺｼﾋｶﾘ ( 系統)

36 2,356計 計
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④研究所刊行物

農業生物資源研究所の研究成果をわかりやすく紹介するために「 アグリバイオサNIAS

1 11イエンス・シリーズ」の発刊を決め、第 号「バイオデザイン生物のかたちと機能」を

月に出版した。

、 、 ）、 、 、成果の普及 利活用の促進のために 研究所ニュース( 回 研究所年報4 Annual Report

研究成果情報、研究所資料を発行し、所ホームページ上で公開した。また 「イネゲノ、

ム配列解読で何ができるのか：研究目標と戦略策定のために」と「農林水産省における

蚕糸試験研究の歴史」を発行した。

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

(資料Ⅵ「農業生物資源研究所が公開している主なは随時更新し、最新の情報を提供した

。カイコゲノムについては中国で決定された塩基配列を追加、またホームページ一覧」)

ブタゲノムについては 個の を追加するなど拡充を進めた。 年度の所公式ホー52,000 EST 16

ムページへのアクセス件数は 万回を超えた( 。リソース関係のホームページには600 表18）

特にアクセスが多く、農業生物資源研究所ジンーバンクや バンクには特にたくさんDNA

のアクセスがあった。

（（（（２２２２））））成果成果成果成果のののの公表公表公表公表とととと広報広報広報広報

中期計画：

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、中期目標の期間内に

1,740報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に公表する。

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

表18 農業生物資源研究所の主なウェブサイト／データベースのアクセス件数

ウェブサイト／データベース （アドレス） アクセス件数

6,126,026所公式ウェブサイト ( )http://www.nias.affrc.go.jp

＜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＞農業生物資源ジーンバンク

3,155,474（ )http://www.gene.affrc.go.jp / index_j.html

124,196蚕糸関連遺伝資源データベース ( )http://www.nises.affrc.go.jp/nises/db.html

39,575,993農林水産 バンク ( )DNA http://bank.dna.affrc.go.jp/

259,745イネゲノムプロジェクト ( )http://www.nias.affrc.go.jp/project/inegenome/

4,366,647イネゲノム研究プログラム( ） ( )RGP http://rgp.dna.affrc.go.jp/

3,572,592イネ完全長 データベース( ) ( )cDNA KOME http://cdna01.dna.affrc.go.jp/cDNA/

142,120イネ発現遺伝子データベース( ) ( )RED http://red.dna.affrc.go.jp/RED/

140,313Rice PIPELINE http://cdna01.dna.affrc.go.jp/( )

739,507ミュータントパネルデータベース ( )http://tos.nias.affrc.go.jp/~miyao/pub/tos17/

437,738イネマイクロアレイサテライト( ）( )RMOS http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RMOS/main.html

64,838イネゲノムリソースセンター( ) ( )RGRC http://www.rgrc.dna.affrc.go.jp

625,796カイコゲノム研究プログラム( ） ( )SGP http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm

1,039,127Silk New Wave http://www.nias.affrc.go.jp/silkwave/hiroba/silk_wave.htm( )

60,469家畜ゲノムデータベース( (AGP http://animal.dna.affrc.go.jp/agp/index-j.html） ）

360,413ブタ データベース( ) ( )EST PEDE http://pede.dna.affrc.go.jp/

59,367,926合 計
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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。

①論文等

年度における研究成果の発表は、論文等 (原著論文 、総説・単行本 )であっ16 401 297 104

た。また、データベース・マニュアル等 、解説・紹介・技術資料、学会・シンポジウ11

表19、資料Ⅲ「研究業績一覧(原著論文・総説・ム・研究会等での発表 件を行った（720

。その結果、 年度からの 年間の論文等の合計は 報となり、 年間の目単行本)」） 13 4 1,493 4

標数 を上回った。1,392

②広報活動等

世界イネ研究会議、アグリビジネス創出フェア、アグリビジネス創出農林水産・食品

関係新技術開発フェア、アグリビジネス創出産学官連携シンポジウム、近畿アグリビジ

ネス創出フェアなどに積極的に参画・出展して農業生物資源研究所の成果の広報に努め

た。その結果、コエンザイム やシルクフィブロインスポンジについては、特許許諾Q10

を前提とした問い合わせがあった。

研究所内、つくばリサーチギャラリーにパネルを展示し、来場者に情報の提供を行っ

た。大わしの展示室の展示物の見直しを行って最新の情報を展示するようにした。

記者発表会 回、記者会への資料配付・お知らせ 回、あわせて 回の報道対応を行っ8 7 15

た。また、新聞、テレビ、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、当研究所が関係する記事が新聞に 件掲載され、テレビ、雑誌等に研165

究成果が 回紹介された 。31 (表20)

「豊かな食と生活をめざして－生命の多様性を探る－」というテーマで、農業生物資

源研究所の一般公開を、本部・大わし地区(茨城県つくば市)で 月 日に行い、 名4 14 2,106

の参加を得た。

157 2,293 15 127 1,618 71 476 15 76国内より 件計 名( 年度は 件計 名)、海外より 件計 名( 年度は

件計 名)の視察者・来訪者の受入を行った。また、農林水産省「消費者の部屋」－バ440

イオテクノロジーが作る未来－特別展示、第 回農林水産祭 「つくばちびっ子博士(つ43 、

表19 原著論文のインパクトファクター別公表状況

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ 掲載論文数 主な学術雑誌名

10 12 Nature以上
Science
Genes and Develop

などPlant Cell

5 10 19 Nucleic Acids Research以上 未満
The Journal of Biological Chemistry
Plant Journal

などBioinformatics

2 5 88 Plant Molecular Biology以上 未満
Genetics
Journal of Bacteriology

などMolecular Ecology

2 178 Journal of Insect Physiology未満
Archives of Virology
Genome

などTheriogenology

297合計
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くば市教育委員会主催) 「サイエンスキャンプ (日本科学技術振興財団主催) 、日」、 」2004

本絹の里第 回特別展「カイコのサイエンス」等、青少年、市民対象の各種イベントに27

。カイコの展示やパネル展示等で積極的に協力し 科学技術への理解醸成を図った、 (図24)

遺伝子組換え試験研究に関する情報を広く国民に発信することにより国民理解の増進

を図るため、企画調整部の「遺伝子組換え研究推進室」に他機関の農業経済研究者を併

任で参画させるなどの体制強化を図るとともに、遺伝子組換えイネ(草型改変)及びダイ

ズの第１種使用(圃場試験)等の説明会開催、イネのホームページにおけるスギ花粉症緩

和米の研究開発の紹介、海外における組換え農作物と非組換え農作物の共存に関する調

。 。査等の活動を行った 農業生物資源研究所内部に独自の組換え作物隔離圃場を設置した

また、農林水産技術会議のホームーページ「遺伝子組換え技術の情報サイト」の開設に

協力した。

表20 主な１６年度ＴＶ放映・雑誌等掲載一覧(生物研関連)

年月日 媒 体 事 項

16.06.28 ＮＨＫ総合 「クローズアップ現代」 19:30～19:55

昆虫パワーで病気を治せ

16.07.03 テレビ朝日 「ビートたけしのこんなはずでは!!」20:00～20:54

人類を救う昆虫！カブトムシ最強の細菌を倒す!?

16.09.07 テレビ東京 「朝は楽しく！～スマイルサプリメント～」 9:08-9:16

最大の未利用資源とは 昆虫産業への挑戦

16.09.08 テレビ東京 「朝は楽しく！～スマイルサプリメント～ 9:08-9:16

昆虫テクノロジーが生み出す未来型ビジネス

16.11.21 テレビ朝日 「いまどき！ばんごはん」 18:00-18:30

「世界イネ研究会議」東京シンポジウム開会宣言

島村農林水産大臣挨拶 皇太子殿下のおことば

16.11.26 週刊朝日 12月5日号

腎臓病－低蛋白米で進行を遅らせる

16.12.17 ＮＨＫ総合 （ＮＨＫ鳥取） 19:30～20:43

「ふるさと発～二十世紀梨100年物語」

ゴールド20世紀開発秘話について

16.12.13 ＮＨＫ総合 「首都圏ネット」 5:10-7:00

イネの遺伝情報配列 解読終了

16.12.22 テレビ東京 「朝は楽しく！～スマイルサプリメント～」 9:08-9:16

特集：コメの可能性と未来 バイオテクノロジーでコメ

が変わる スギ花粉症緩和米をご飯を食べて治す!!

16.12.27 ＴＢＳテレビ 「情報とってもインサイト」 12:00-13:00

最新 花粉症対策 お米を使った花粉症の研究が！

17.01.01 ＴＢＳテレビ 「森田の新春天気 2005年」気象大胆予測 5:00-6:00

春は花粉症注意 スギ花粉症緩和米の紹介

17.01.31 ＴＢＳテレビ 「ニュースの森」人気殺到のサプリ 17:50-18:55

!?コエンザイムQ10 新たな製造法に成功

17.03.12 テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト土曜版」 23:00-23:45

究極の花粉症対策 究極の治療法とは 花粉症を

緩和するおコメ
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図24 左 つくばちびっ子博士 右 サイエンスキャンプ2004

（（（（３３３３））））知的所有権等知的所有権等知的所有権等知的所有権等のののの取得取得取得取得とととと利活用利活用利活用利活用のののの促進促進促進促進

中期計画：

①知的所有権の取得に努め、中期目標の期間内に200件以上の国内特許等を出願する。

また、海外で利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮して、特許等の外

国出願を行う。

②育種研究成果については、積極的に種苗法に基づく品種登録を行うとともに、海外で利

用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮して、外国出願を行う。また、育

種研究成果の普及及び利用促進を図るため、農林水産省の命名登録制度を活用し、中期

目標の期間内に５件以上の新品種及び中間母本の登録申請を行う。

③補償金の充実等により、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。この場合、知的所有権の実施

の許諾等については、我が国の農林水産業等の振興に支障を来すことのないよう考慮の

上、決定する。

①特許出願等

農業生物資源研究所知的財産権方針、技術移転方針を策定することによって、職員に

対し知的所有権の取得を奨励し、 年度は国内特許出願 件、外国出願 件及び 出16 37 51 PCT

願 件を行った( 。その結果、 年度からの 年間12 13 4資料Ⅳ「特許等取得・品種登録一覧」）

の国内特許申請数の合計は 件となった。198

②品種登録等

品種出願 件及び国内品種登録 件を行った( 。2 2 資料Ⅳ「特許等取得・品種登録一覧」）

その結果、 年度からの 年間の品種申請は合計で 件となった。13 4 21

③知的所有権の情報提供

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に掲16 11 40

載し、広報した( 。また、取得した特許について資料Ⅳ「特許等取得・品種登録一覧」）



－ －82

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16 15

許諾契約を 件締結した。また、 年度は許諾契約に基づき、特許権 件、実用新案特15 16 40

許 件及び育成者権 件の計 件において約 万円の実施収入を得た。このうち、外国4 49 93 700

1 14 86契約 件が高い評価を受けた結果、特許権等の実施許諾に伴う収入が増加した( 年度

万円 年度 万円)。, 15 580

④ベンチャー企業の支援

年度に設立され、 ベンチャー企業と認定した「(株)プレスクライブ・ゲノミッ15 NIAS

」 「（ 」 、 、 。クス と 有)プロライフ の 社に対して 特許の許諾 施設利用等の支援を行った2
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ⅢⅢⅢⅢ 予算予算予算予算（（（（人件費人件費人件費人件費のののの見積見積見積見積りをりをりをりを含含含含むむむむ 、、、、収支計画及収支計画及収支計画及収支計画及びびびび資金計画資金計画資金計画資金計画。）。）。）。）

１１１１ 予算配分等予算配分等予算配分等予算配分等

平成 年５月から「将来構想委員会」において、研究の重点化を始めとした長期的研15

16 17究戦略構想の策定について検討を進め、 年度末までに一定のとりまとめを行った。

年度はその結果に沿った研究資金の配分戦略の確立を目指し、引き続き検討を行うこと

としている。

年４月に、現中期計画における重点的研究推進のため、 ゲノム育種研究センタ16 QTL

ー、遺伝子組換え技術開発・情報センター及び昆虫遺伝子機能解析研究センターを新設

し、研究費と研究員を重点的に配分した。

一般研究費（運営費交付金）は、光熱水料等全所的経費を共通経費として確保し、ま

た、重点配分する研究活性化経費や全所一元的に執行した方がよい研究機械整備費等を

別途確保したほかは、効率的かつ柔軟な配分を目的に、研究チーム等への配分を研究グ

ループ長等の裁量とした。

46研究の重点化・戦略化を図るために設けた所内制度 研究活性化経費 によって合計「 」

4 2百万円を配分した。その内訳は、将来構想の研究重点化案に沿った課題として 百万円(

件)、提案型のシーズ・ 研究に 百万円( 件 、シンポジウム等の支援として約 百万FS 24 9 3）

円( 件 、 月に新設した 研究センターに各 百万円であった。また、研究成果の有効活1 4 3 5）

用のために、研究成果の特許等出願経費( 百万円)等に重点配分した。131

２２２２ 外部資金等外部資金等外部資金等外部資金等

（１）外部資金等の獲得

中期計画等の事業推進に有効な競争的資金等の確保を積極的に進め、政府等プロジ

16 4,496ェクトへ提案・参画することにより研究資源の充実に努めた その結果 年度は。 、

百万円［農林水産省 百万円、文部科学省 百万円、環境省 百万円、厚生労働3,475 366 31

省 百万円、独立行政法人 百万円、国立大学法人 百万円、その他 百万円］の受託3 572 7 42

研究経費等が確保された。

（２）その他自己収入の獲得

自己収入の獲得に努めたところ、 年度は知的所有権収益において外国との契約 件16 2

が高い収益を上げ、特許権等の実施許諾に伴う収入が増加したこと、及び遺伝資源配

布事業収入においてイネゲノムリソースの配布事業を開始したことにより、自己収入

の合計は大きく増加した 。(表21)

（単位：千円）表21 自己収入の推移

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

知的所有権収益 ８５５ ５，８４４ ６，９８５

原蚕種等配布事業収入 ２９５ １３８ １５２

依頼照射事業収入 １，１２２ ６８９ ７６８

遺伝資源配布事業収入 ２，８１４ ３，８７８ ５，８２２

生産物売払収入 ２６２ ２３９ １４１

合 計 ５，３４８ １０，７８８ １３，８６８

平成 年度の遺伝資源配布事業収入にはゲノムリソース等配布収入 千円を含む16 2,794
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経費経費経費経費のののの節約等節約等節約等節約等３３３３

管理経費の中で大きな比重を占める光熱水料を節減するため、平成 年度から カ年16 3

で電気使用量の３％削減を目標とした「省エネルギー(電気)中長期計画」を策定し、

実施に移した。計画に基づき、冷暖房運転基準の見直し、電気設備の省エネ型への改

修、区分管理が可能となる電気配線系統の見直し改修等を実施した。

、 、 、また 昼休み時間や不要な照明の消灯 機器類の電源のこまめな操作などについて

毎日、放送を行うなどして、引き続き職員への周知徹底を図った。

一部施設に電力積算計を設置するなどして、設備のきめ細かい運転管理に努め、電

気の最大使用量の抑制を図るとともに、複数年契約を導入することにより、 年度に17

おいて電力需給契約量及び契約料金の引き下げが可能となった。

管理経費の節減のため行った主な修繕・改修等は、次のような内容である。

・生体防御機構解析実験棟改修及び既設施設空調設備改修において、省エネ型の

ガス燃料方式の設備を導入した。

・年次計画に基づき蛍光灯の省エネ型への取り替えを行った。

・節電のためトイレ・階段部分の照明に人感センサーを設置した。

・一部窓ガラスに冷暖房効果を高めるための断熱フィルムを貼付した。

通信運搬費について、電子通信手段のより一層の活用等により、郵便料を節減する

ことができた。

構内環境整備業務について、業務内容と契約方法の見直しを行い、経費を節減する

ことができた(対前年度 百万円節減)。5

（（（（光熱水料光熱水料光熱水料光熱水料のののの実績実績実績実績））））

（単位：千円）

項 目 平成 年度実績 平成 年度実績 差 引 額15 16

( － 年度)16 15

光熱水料 ５１２，２４２ ５２６，９４３ １４，７０１

電気料 ３９７，７３５ ３９４，１９２ △３，５４３

ガス料 １９，６９７ １８，２０１ △１，４９６

上・下水道料 ５３，４８４ ６１，８６２ ８，３７８

燃料費 ４１，３２６ ５２，６８８ １１，３６２

注１）上・下水道料は、施設・設備の改修や使用調整により前年まで逓減させ

てきたが、昨夏は同様の節減対策を講じたにも拘わらず、著しい暑さのた

め使用量が増加し、前年に比して料金が増嵩したものである。

（実績： 年度 千円、 年度 千円）13 62,298 14 60,901

注２）燃料費は、主として大わし地区一般空調用ボイラーの灯油代であるが、

前年に比べ夏暑く、冬寒かったにも拘わらず、運転調整により使用量をほ

ぼ前年並み抑えたが、価格の大幅な上昇があったため、金額が増嵩したも

のである
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（（（（通信運搬費通信運搬費通信運搬費通信運搬費のののの実績実績実績実績））））

（単位：千円）

項 目 平成 年度実績 平成 年度実績 差 引 額15 16

( － 年度)16 15

通信運搬費 ２６，９８４ ２２，９２６ △４，０５８

４４４４ 財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善効果改善効果改善効果改善効果

経費の節減に努めるとともに競争的資金の一部及び自己収入を管理費に充当すること

で、運営費交付金のうち人件費を除く管理運営費と業務費について対前年度比 減と1%

なった中でも、業務を効率的に運用することができた。

５５５５ 経営管理体制経営管理体制経営管理体制経営管理体制（（（（内部統制内部統制内部統制内部統制・・・・監査体制監査体制監査体制監査体制もももも含含含含むむむむ））））のののの方針及方針及方針及方針及びびびび実績実績実績実績

（１）内部統制

主務大臣より指示された中期目標を達成すべく、当法人が作成し認可を受けた中期計

画、年度計画を推進するために、理事会及びグループ長会議を設置し、職員の意見を聴

取するとともに法人運営の基本的事項、重要事項の審議、決定を行ってきた。また、組

織、業務の健全な推進に必要な各種規程(運営、組織、文書、服務、人事、財務、庁中

管理、業務、安全衛生等)を整備し、規程に基づく事務処理が行われるように内部統制

を図った。

（２）監査体制

研究所の業務の適正かつ能率的な運営に資するために「監事監査規程」に基づき、常

勤監事及び非常勤監事で業務監査及び会計監査を実施してきた。

監査に当たっては、補佐職員 名(財務監査官、研究企画科長、研究管理科長)を任命3

し、監査の充実、強化を図った。

また、監事は法人の重要な会議に出席し、公正不偏な立場で意見を述べてきた。

（３）監査等実績

①平成16年度監事監査（業務監査及び会計監査）

16年5月25日～5月28日に実施した。

②同監査に対する監事意見の実施状況調査

17年3月24日に実施した。

③理事会及びグループ長会議への出席

16年度は、合計42回出席した。
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16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 ７，８７６ ７，８７６
施設整備費補助金 ５０８ ５０８
施設整備費資金貸付金償還時補助金 ４，０９６ ４，０９６
無利子借入金 ０ ０
受託収入 ５，５４８ ４，３６２
諸収入 ８ ２２

計 １８，０３６ １６，８６４

支出
業務経費 ３，０２７ ２，９９４
施設整備費 ５０８ ５０８
受託経費 ５，５４８ ４，３５９

試験研究費 ５，２９３ ４，０３４
管理諸費 ２５５ ３２５

借入償還金 ４，０９６ ４，０９６
一般管理費 ５０１ ５２６

研究管理費 １７６ １６４
管理諸費 ３２５ ３６２

人件費 ４，３５６ ４，２９６

計 １８，０３６ １６，７７９

（決算額の説明）
１．上記表には科研費補助金等の受入研究費（１３８百万円）は含まれていない。

含めた場合、収入の決算額計は１７，００２百万円、支出の決算額計は１６，９１７
百万円となる。

２．収入の「受託収入」が予算額より１，１８６百万円減少しているのは、予算額（年度
計画額）は、独法移行前の実績額をベースに作成した中期計画予算額の１６年度計画額
を計上しているのに対し、決算額は受託契約の実績額を計上したたことによる。

平成１３・１４年度の受託収入は予算額を上回っており、研究の進展に応じて年度毎
の実績に増減が生じるが、中期計画期間を通じて計画額を上回る実績となっており、中
期計画の遂行に支障をきたすものとはなっていない。

３．収入の「諸収入」が予算額より１４百万円増加している内訳は次のとおり。
①特許権等実施許諾収入 ７百万円
②還付消費税 ６百万円
③遺伝資源配布事業収入等 １百万円

４．支出の「人件費」が予算額より６０百万円減少しているのは、退職金の支出が減少し
たことによる。
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平成16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 １３，７３３ １２，４８６
経常費用 １３，７２５ １２，３６７

人件費 ４，３５６ ４，２９６
業務経費 ２，７２５ ２，５２９
受託経費 ４，９６７ ４，１４０
一般管理費 ４９３ ３７５
減価償却費 １，１８４ １，０２７

財務費用 ８ ８
臨時損失 ０ １１１

収益の部 １３，７３３ １２，３９１
運営費交付金収益 ７，５７４ ７，２２２
施設費収益 ０ １３２
諸収入 ８ ２２
受託収入 ５，５４８ ４，３５８
寄付金収入 ０ ８
資産見返負債戻入 ２５８ ２９８
資産見返物品受贈額戻入 ３４５ ３４５
臨時収益 ０ ６

純利益 ０ ▲９５
目的積立金取崩額 ０ ０
総利益 ０ ▲９５

（実績額の説明）
１．費用の部の「財務費用」８百万円は、リース債務返済に係る支払利息。
２．費用の部の「臨時損失」１１１百万円の内訳は次のとおり。

① 過年度において受託研究収入を財源に取得した償却資産のうち、所有権の帰属が委
託元であることが判明したことによる費用処理額 ９５百万円

なお、財務諸表上は 「過年度国等予定返却機器費」として表示、
② 受託研究収入を財源に取得した償却資産のうち、当期において所有権の移転を行っ

たことによる「固定資産除却損」 １０百万円
③ 経年劣化等の理由から資産の除却により発生した「固定資産除却損」 ６百万円

３．収益の部の「施設費収益」１３２百万円は、施設整備費補助金を財源に固定資産を取
得した際に生じた資産の除却に伴う処分費用相当額の収益額。

４．収益の部の「諸収入」２２百万円の内訳は次のとおり。
① 特許権等の実施許諾収入 ７百万円
② 原蚕種及び遺伝資源等の配布事業収入ほか ７百万円
④ 還付消費税収入 ６百万円
⑤ 土地建物の財産貸付収入等 ２百万円

５．収益の部の「寄付金収入」８百万円は、科研費補助金からの寄付物品受贈益。
６．収益の部の「受託収入」には、平成１６年度の政府等からの受託収入を財源に取得し

た資産額１５７百万円を含む。
７．収益の部の「臨時収益」６百万円は 「臨時損失」のうち経年劣化等の理由から資産、

の除却により発生した「固定資産除却損」に対応する収益。
８．純利益の▲９５万円の内訳は次のとおり

① 受託収入による１６年度資産取得額１５７百万円から、１６年度まで受託収入を財
源に取得した固定資産の減価償却費２７０百万円を控除した額 ▲１１３百万円

② 「過年度国等返却予定機器費」 ▲９５百万円
③ 「臨時損失」のうち受託収入を財源に取得した固定資産の所有権移転に伴う除却額

▲１０百万円
④ 「施設費収益」のうち過年度の処分費用相当額の収益額 １０７百万円
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⑤ 「諸収入」の増加分 ８百万円
⑥ 還付消費税収入 ６百万円
⑦ ファイナンスリース差益 ２百万円

９．当期純損失の原因は、固定資産の取得財源に起因する会計処理によるものである。
なお、キャッシュベースの収入においては、特許権の実施許諾収入の増加により計画

額よりも上回った。

平成16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 １８，０３６ １４，４４７
業務活動による支出 １２，３８８ １１，２１２
投資活動による支出 １，３９１ １，２１７
財務活動による支出 ４，２５７ １４１
翌年度への繰越金 ０ １，８７７

資金収入 １８，０３６ １４，４４７
前年度からの繰越金 ０ １，６８５
業務活動による収入 １３，４３２ １２，２５４

運営費交付金による収入 ７，８７６ ７，８７６
受託収入 ５，５４８ ４，３６２
その他の収入 ８ １６

投資活動による収入 ４，６０４ ５０８
施設整備費補助金による収入 ４，６０４ ５０８
その他の収入 ０ ０

財務活動による収入 ０ ０
無利子借入金による収入 ０ ０
その他の収入 ０ ０

（実績額の説明）
１．資金支出の「翌年度への繰越金」１，８７７百万円の内訳は次のとおり

① 現物出資等に係る還付消費税 ８１２百万円
② 運営費交付金未使用額 １８４百万円
③ 未払金、未払費用、預かり金等 ８６１百万円
④ 諸収入その他利益計上分 ２０百万円

２．運営費交付金未使用額は、人件費１６９百万円及び事業費１５百万円。
３．資金支出の「財務活動による支出」及び資金収入の「投資活動による収入」の実績額

が計画額に対し、大幅に減少している理由は、無利子借入金の返済に際し、施設整備資
金貸付金償還時補助金がキャッシュベースの移動を伴わずに相殺処理で行われたことに
よる。
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ⅣⅣⅣⅣ 短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金のののの限度額限度額限度額限度額（（（（該当該当該当該当なしなしなしなし））））

ⅤⅤⅤⅤ 重要重要重要重要なななな財産財産財産財産をををを譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、又又又又はははは担保担保担保担保にににに供供供供しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、そのそのそのその計画計画計画計画（（（（該当該当該当該当なしなしなしなし））））

ⅥⅥⅥⅥ 余剰金余剰金余剰金余剰金のののの使途使途使途使途（（（（該当該当該当該当なしなしなしなし））））

ⅦⅦⅦⅦ そのそのそのその他農林水産省令他農林水産省令他農林水産省令他農林水産省令でででで定定定定めるめるめるめる業務運営業務運営業務運営業務運営にににに関関関関するするするする計画計画計画計画

１１１１ 施設及施設及施設及施設及びびびび設備設備設備設備にににに関関関関するするするする計画計画計画計画

ゲノム創薬につながる遺伝子機能の解析と組換え作物の安全評価をマウスにより解明

するための施設整備として、生体防御機構解析実験棟改修を施設整備費補助金により実

施した。

２２２２ 人事人事人事人事にににに関関関関するするするする計画計画計画計画（（（（人員及人員及人員及人員及びびびび人件費人件費人件費人件費のののの効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを含含含含むむむむ ））））。。。。

１）人員計画

（１）方針

中期計画：

管理業務の効率化に伴う適切な職員の配置に努める。また、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。

公募や選考採用等により必要な研究職の人材を確保した。また、研究を効果的・効率

的に推進するため、研究チーム長公募制を導入した。中期目標・計画の重点的推進のた

めに つの研究センター( ゲノム育種センター、昆虫遺伝子機能解析研究センター、3 QTL

遺伝子組換え技術開発・情報センター)を 月に設立した。4

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。

（２）人員に係る指標

中期計画：

期末の常勤職員数は期初を上回らないものとする。

年 月 日現在、常勤職員数は計 名であった。16 1 1 414

２）人材の確保

①人材の確保

中期計画：

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の導入を図る。
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年度は選考採用により研究職 名の新規採用を行った。そのうち 名は、任期付任用16 6 3

(若手育成型)による研究職である。また、国家公務員試験によりⅢ種 名(一般職)を採2

用した。

昨年度、独自に設けた所の特別研究員制度、農業・生物系特定産業技術研究機構、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 名を雇用した(139 表22

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、 名の人材(テ13

クニシャン)を雇用した。

表22 ポストドクター人材の確保

制 度 人 数 (名)

JSPS（日本学術振興会）

科学技術特別研究員 3

特別研究員 9

外国人フェローシップ 11

JST （科学技術振興機構）

科学技術総合研究 16

戦略的基礎研究 5

総合研究 5

農林水産省受託研究 16

生研機構受託研究 42

所内特別研究員 31

民間受託 1

合 計 139

②研究グループ長、研究チーム長の公募

研究グループ長等の公募を行い、放射線育種場長を採用した。また、初めて研究チー

ム長の公募を行って、発生分化研究グループのチ－ム長 名、研究新素材開発研究チーム2

長 名を採用した。1


