
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　　　　研究業務研究業務研究業務研究業務のののの効率化効率化効率化効率化
（１） 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

① 外部専門家・有識者よりなる評価助言会議を開催し、研究成果、業務運営の効率化等について評価・点検を実施する。

② 研究の進捗状況の検討及び研究成果の評価を行うため、課題評価検討会、（全グループ長によるピアレビュー）を実施す
る。

③ 研究職員の業績評価を実施するとともに、その結果を研究資源の配分等に反映させる。

（２）研究の重点化
① 中期目標達成のための研究の重点化及び効率的推進を目的に、QTLゲノム育種、遺伝子組換え技術開発・情報発信、昆

虫遺伝子機能解析を目的としたそれぞれの研究センターを発足させる。

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

（２） 「研究活性化経費」等を活用し、中期目標の達成に向けて研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

（３） 施設・機械の特性について広く周知し、さらなる共同利用を進める。

（４） 施設利用の抜本的な見直しを行い、統一的な基準を策定して施設の有効利用を促進する。

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
（１） 特許、品種登録等の知的財産権の取得・移転に係る支援態勢を、引き続き強化する。

（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より効率化を図る。

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
（１）他の独立行政法人との連携、協力

① 他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、研究目標の共有、共同研究、人事交流を含めた連携、協力を積極的に行
う。また、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が行う多様な専門知識を融合した総合研究に必要に応じて
協力する。

② ジーンバンク事業等の他の独立行政法人との連携・協力を必要とする業務については、そのための連絡調整を緊密に行
う。

（２）産学官の連携、協力
① 国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機関等との共同研究及び研究者の交流等を積極的に推進する。

② 研究を効率的に推進するため、行政との連携を図る。

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

④ 国の助成により公立機関等が実施する研究等への協力を行う。

⑤ 関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、農業生物資源研究推進戦略会議、植物バイテク研究会、蚕
糸・昆虫機能全国連絡会等の諸会議を開催し、相互の連携・協力の推進に資する。

⑥ 国内（国立遺伝研、農林水産研究計算センター）及び国外諸機関との連携・協力によりイネ完全長cDNAのアノテーション
を推進するため、国際会議（アノテーションジャンボリー）を開催する。

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
前年度に引き続き事務の簡素化と迅速化を進めるとともに、管理事務費の軽減に努める。また、事務処理の一層の効率化
を図る。

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
（１） 業務上必要な各種の研修に職員を積極的に参加させるほか、必要な研修を実施し、職員の資質向上に努める。また、業

務上必要な資格取得を支援する。

（２） 各種制度を積極的に活用し、職員の在外研究の機会の増加に努める。

（３） 博士号の取得を奨励し、適切な指導を行う。

独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業生物資源研究所　　　　平成平成平成平成１６１６１６１６年度計画年度計画年度計画年度計画

－1－



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　　　　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　Ａ　Ａ　Ａ　ゲノムゲノムゲノムゲノム生物学等生物学等生物学等生物学等をををを利用利用利用利用したしたしたした生命科学研究生命科学研究生命科学研究生命科学研究
１１１１））））ゲノムゲノムゲノムゲノムのののの構造解析構造解析構造解析構造解析ととととゲノムゲノムゲノムゲノム情報解析情報解析情報解析情報解析システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））イネイネイネイネののののゲノムゲノムゲノムゲノム構成構成構成構成およびおよびおよびおよびイネゲノムイネゲノムイネゲノムイネゲノムののののDNA DNA DNA DNA 塩基配列塩基配列塩基配列塩基配列のののの解析解析解析解析

①①①①イネイネイネイネ染色体構造染色体構造染色体構造染色体構造のののの解析解析解析解析（（（（AAAA111111111111））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネゲノムの染色体構造の解明を目標に、現在までに利用してきたゲノムライブラリー、リソースを利用して物理
地図のギャップ部分を埋める努力を引き続き行う。FISH法を用いて物理地図ギャップの距離測定を行う。セントロメア領域
に関しては、その機能解明を目標にして、同領域を含むゲノムクローンをイネ細胞に導入する。さらに、日本晴ゲノム配列を
利用した、イネ科穀類の効率的なゲノム構造解析技術を開発する。

②②②②イネゲノムイネゲノムイネゲノムイネゲノム配列高精度解析技術配列高精度解析技術配列高精度解析技術配列高精度解析技術のののの開発開発開発開発（（（（AAAA112112112112））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネゲノム配列の完全解読を目標に、担当領域の全クローンのフェーズ２配列から完成配列への高度化を行う。
配列上のギャップを埋め、精度の低い領域をBig Dye primer法やET terminator法で読み直し、高精度化する。繰り返し配
列による配列編集の誤りには人間の目による正確な再編集、制限酵素パターン比較による実験的検証、またコンピュータ
プログラムによるチェックの3者を組み合わせて正しい配列を得る。16年度は第8,2,9,6の4本の染色体を完成させ、すでに
終了した第１，第７染色体と合わせて我が国担当の6本染色体の完全解読を終了する。また他のイネ等の植物におけるゲノ
ム塩基配列の高精度かつ効率的な解読技術を開発する。

 （ （ （ （２２２２））））イネイネイネイネ完全長完全長完全長完全長ｃＤＮＡｃＤＮＡｃＤＮＡｃＤＮＡクローンクローンクローンクローン収集収集収集収集ととととデータベースデータベースデータベースデータベースのののの構築構築構築構築

①①①①イネイネイネイネ完全長完全長完全長完全長cDNAcDNAcDNAcDNAクローンフェイズクローンフェイズクローンフェイズクローンフェイズ１１１１（（（（３２３２３２３２Ｋ）Ｋ）Ｋ）Ｋ）クローンクローンクローンクローンのののの解析解析解析解析ととととデータベースデータベースデータベースデータベース化化化化（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１２１１２１１２１１２１））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：１５年度に見出された各種スプライシングに関してはウエットな実験系でin silico データの確認をおこなう。またア
ンチセンスクローンに関してはその発現がどういった制御下にあるのか、単鎖オリゴアレイシステムを用いた解析を行う。こ
れら各種転写物について重点的に解析を進める。また完全長cDNAクローンをクエリーとした相同性サーチをベースとした
比較ゲノム解析、遺伝子ファミリー解析等も進める。

②②②②イネイネイネイネ完全長完全長完全長完全長cDNAcDNAcDNAcDNAクローンフェイズクローンフェイズクローンフェイズクローンフェイズ２２２２　　　　端読端読端読端読みみみみクローンクローンクローンクローンのののの解析解析解析解析ととととデータベースデータベースデータベースデータベース化化化化（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１２２１２２１２２１２２））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：端読みマッピングの結果を明らかにし、さらにゲノム配列から対応コーディング領域を予想し、仮想cDNA情報を
得る。コードされると思われるタンパク質のin　silico 解析を進める。

 （ （ （ （３３３３））））ブタブタブタブタおよびおよびおよびおよびカイコカイコカイコカイコ等等等等のののの遺伝地図遺伝地図遺伝地図遺伝地図とととと物理地図物理地図物理地図物理地図のののの作成作成作成作成

①①①①ブタブタブタブタのののの高密度遺伝地図高密度遺伝地図高密度遺伝地図高密度遺伝地図、、、、物理地図物理地図物理地図物理地図のののの作成作成作成作成（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１３１１３１１３１１３１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：ブタの生理機能に関連するゲノム領域についてさらに塩基配列を明らかにするとともに、多型と機能の関連につ
いて解析を行う。さらに、特に抗病性に関連する遺伝子のカタログ化に向けて各種リンパ球サブセット等特徴を持つｃＤＮＡ
ライブラリーの整備を行う。

②②②②カイコカイコカイコカイコのののの高密度遺伝地図高密度遺伝地図高密度遺伝地図高密度遺伝地図、、、、物理地図物理地図物理地図物理地図のののの作成作成作成作成（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１３２１３２１３２１３２））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：中国との共同研究を締結し、日中のデータを合わせた9x WGSデータのアセンブル・アノーテーションを行い、カ
イコ遺伝子の発掘・同定・分類を行う。フィンガープリントとESTハイブリから得られたBACコンティグの検証、分子マーカー、
ESTやBACのマッピングをすすめ、それらとWGSアセンブルデータを統合したデータベース作成を目指す。ESTデータベー
スはカバー率80%を目標とする。

（（（（４４４４））））ゲノムゲノムゲノムゲノム機能予測技術機能予測技術機能予測技術機能予測技術のののの開発開発開発開発

①①①①コードコードコードコード領域予測技術領域予測技術領域予測技術領域予測技術のののの開発開発開発開発（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１４１１４１１４１１４１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：  これまでに開発したab initio遺伝子予測プログラムとゲノム比較表を用いた遺伝子予測手法を組み合わせ、信
頼性の高い遺伝子予測を行うソフトウェアを開発する。完全長ｃＤＮＡやＥＳＴをゲノム配列と比較することにより、遺伝子領
域ならびにそのゲノム上の構造を明らかにする。細胞系譜など、遺伝子発現パターンの時間軸を考慮した機能解析のため
の基盤アルゴリズムを整備する。

（（（（５５５５））））イネゲノムイネゲノムイネゲノムイネゲノム統合統合統合統合データベースデータベースデータベースデータベース基盤基盤基盤基盤のののの開発開発開発開発

①①①①イネゲノムデータベースイネゲノムデータベースイネゲノムデータベースイネゲノムデータベースINEINEINEINEのののの改良改良改良改良（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ１５１１５１１５１１５１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：引き続き高精度なアノテーションを行い、INEに掲載する。また全ゲノムに亘る完成配列を基に、他の研究者と協
力してイネゲノム全体のアノテーションを行い、イネゲノム情報の完全カタログ化を行う。ゲノムイネオントロジーに収録する
用語を充実させる。
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２２２２））））ゲノムゲノムゲノムゲノム情報等情報等情報等情報等をををを活用活用活用活用したしたしたした遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの単離単離単離単離とととと機能解明機能解明機能解明機能解明

（（（（１１１１））））遺伝地図情報遺伝地図情報遺伝地図情報遺伝地図情報をををを利用利用利用利用したしたしたしたイネイネイネイネ有用遺伝子有用遺伝子有用遺伝子有用遺伝子のののの単離単離単離単離

①①①①遺伝地図情報遺伝地図情報遺伝地図情報遺伝地図情報をををを利用利用利用利用したしたしたしたイネイネイネイネ有用遺伝子有用遺伝子有用遺伝子有用遺伝子のののの単離単離単離単離（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２１１２１１２１１２１１））））

担当：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

研究計画：DN1の相補性検定を行う。UR2の座乗領域を更に絞る。 紫外線耐性関連遺伝子qUVR-1の候補ゲノム領域の
絞り込みを行う。出穂期関連QTLのマップベースクローニングを継続するとともに遺伝子ネットワークの解析を進める。Ehd1
遺伝子の直接のターゲット遺伝子を同定する。CO/Hd1によるFT/Hd3aプロモーター解析を行う。Ehd1の過剰発現体が長
日条件で花成促進を起こせないメカニズムを解析する。節間伸長性及びイネいもち病圃場抵抗性に関わる遺伝子につい
ては、相補性検定を継続中する。

（（（（２２２２））））イネミュータントパネルイネミュータントパネルイネミュータントパネルイネミュータントパネルをををを利用利用利用利用したしたしたした遺伝子機能解析遺伝子機能解析遺伝子機能解析遺伝子機能解析システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発とととと利用利用利用利用

①①①①イネミュータントパネルイネミュータントパネルイネミュータントパネルイネミュータントパネルをををを利用利用利用利用したしたしたした遺伝子機能解析遺伝子機能解析遺伝子機能解析遺伝子機能解析システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発とととと利用利用利用利用（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２２１２２１２２１２２１））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：引き続き、遺伝子破壊系統700系統について、網羅的に解析を行い破壊遺伝子のデータベース化を行う。遺伝
子機能解析システムを用いて耐病性遺伝子の変異系統の単離と機能解析を行う。

（（（（３３３３））））遺伝地図情報等遺伝地図情報等遺伝地図情報等遺伝地図情報等をををを利用利用利用利用したしたしたしたブタブタブタブタのののの椎骨数椎骨数椎骨数椎骨数、、、、カイコカイコカイコカイコののののDNVDNVDNVDNV抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等のののの単離単離単離単離

①①①①比較遺伝地図情報等比較遺伝地図情報等比較遺伝地図情報等比較遺伝地図情報等をををを活用活用活用活用したしたしたしたブタブタブタブタのののの椎骨数椎骨数椎骨数椎骨数やややや肉質等生産形質関連遺伝子座肉質等生産形質関連遺伝子座肉質等生産形質関連遺伝子座肉質等生産形質関連遺伝子座のののの同定同定同定同定とととと遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの単離単離単離単離（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２３１２３１２３１２３１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：椎骨数QTLの候補遺伝子に見いだされたアミノ酸置換による機能の変化を解析する。組織特異的に作用する
プロモ－タ－の検証を行うとともに、アンチセンスmRNAを安定して発現するシステムを開発する。完全長cDNA配列を詳細
に検討し、重要配列については、全長の解析を行う。ブタ・ウシ比較地図では次年度もプライマ－の検討をするとともに、ウ
シRHパネルが利用可能となれば、マップを行っていく。

②②②②カイコカイコカイコカイコDNVDNVDNVDNV抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等抵抗性遺伝子等のののの単離単離単離単離（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２３２２３２２３２２３２））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：nsd-2座乗領域と候補遺伝子の効率的な絞り込みを検討する。候補領域に存在すると予測された遺伝子につい
て、ゲノムの塩基配列からプライマーを設計し、ノーザンやマイクロアレイなどを利用して、抵抗性と感受性系統での比較を
行う。このための各系統、品種を飼育し、最適な時期の中腸RNAを調整する。サブトラクションにより単離された候補クロー
ンの解析をさらに進める。候補遺伝子の発現による検定のためのカイコの育種を進める。

（（（（４４４４））））遺伝子群発現遺伝子群発現遺伝子群発現遺伝子群発現モニターシステムモニターシステムモニターシステムモニターシステムのののの開発開発開発開発

①①①①遺伝子発現遺伝子発現遺伝子発現遺伝子発現モニタリングシステムモニタリングシステムモニタリングシステムモニタリングシステムのののの構築構築構築構築（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２４１２４１２４１２４１））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：冠水ストレス特異的遺伝子もしくは他とのクロストークを持つ遺伝子について、過剰発現、ＲＮＡｉサイレンシング
法による遺伝子機能解析を進める。

（（（（５５５５））））タバコタバコタバコタバコ等等等等のののの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの細胞内細胞内細胞内細胞内シグナルシグナルシグナルシグナル伝達系伝達系伝達系伝達系のののの解析解析解析解析

①①①①植物植物植物植物のののの病害抵抗性遺伝子病害抵抗性遺伝子病害抵抗性遺伝子病害抵抗性遺伝子にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２５１２５１２５１２５１））））

担当：生理機能研究グループ／遺伝資源研究グループ

研究計画：CaMs, MKP1の機能解析を進めるとともに、他のCaM結合タンパク質の解析に着手する。WAF-1については、
構造相関物質についてその活性を解析するとともに、植物界における普遍性について検討する。RNA サイレンシングの機
構解明に向けた系の構築に着手する。BTH処理によってイネに誘導された遺伝子のうち転写因子に焦点を当て、形質転
換体での過剰発現等によるいもち病抵抗性などの形質変化を解析する。

②②②②葉等葉等葉等葉等のののの形態形成機構形態形成機構形態形成機構形態形成機構のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２５２２５２２５２２５２））））

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：brd1変異体にブラシノライド処理をすることにより発現量の変動する遺伝子群を22Kオリゴアレーを用いて探索
する。アシルトランスフェラーゼ過剰発現体については病害抵抗性の増強がみられるかどうか調べる。

③③③③生殖過程生殖過程生殖過程生殖過程にににに関与関与関与関与するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２５３２５３２５３２５３）　）　）　）　
担当：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の精密転写地図をもとに同定したミトコンドリア遺伝子について、そのコード領域をカバーするプラ
イマーを設計し、ＰＣＲ法により各遺伝子領域を増幅してマイクロアレイ化する。アブラナ科植物において柱頭特異的に発
現する遺伝子をさらに同定し、その発現様式等を解析するとともに、BoARC2遺伝子の機能の解析を試みる。

－3－



（（（（６６６６））））染色体構造染色体構造染色体構造染色体構造のののの変化変化変化変化ややややＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡのののの修飾修飾修飾修飾にににに着目着目着目着目したしたしたした遺伝子発現調節機構遺伝子発現調節機構遺伝子発現調節機構遺伝子発現調節機構のののの解析解析解析解析

①①①①ジーンサイレンシングジーンサイレンシングジーンサイレンシングジーンサイレンシングにににに関与関与関与関与するするするする遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子ととととシグナルシグナルシグナルシグナルのののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２６１２６１２６１２６１））））

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：外被タンパク質遺伝子導入タバコについては引き続き詳細な発現様式の調査を行う。ウイルス種の標的を広げ
ることが可能か検討する。ウリ科の形質転換を進めると共にウリ科でのジーンサイレンシングが有効かどうか明確にする。
RNAi個体におけるOsMOM1遺伝子のｍRNA蓄積量を解析し、サイレントマーカーを持つイネ系統との交配を行う。得られ
た個体におけるサイレントマーカーの発現を解析する。マイクロアレイ解析で検出されたF1で発現が変化している遺伝子に
関して詳細な解析を行う。

②②②②メチルメチルメチルメチル化部位化部位化部位化部位ののののゲノムマッピングゲノムマッピングゲノムマッピングゲノムマッピング（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ２６２２６２２６２２６２））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：シロイヌナズナのエコタイプ（Col, Ler, WS）についてメチレーション解析を進め、メチル化座位のマッピングを行
いコンパラティブマップを作成する。イネについても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
析を進める。

 ３ ３ ３ ３））））タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの網羅的解析網羅的解析網羅的解析網羅的解析とととと構造生物学的解明構造生物学的解明構造生物学的解明構造生物学的解明

（（（（１１１１））））遺伝子発現産物遺伝子発現産物遺伝子発現産物遺伝子発現産物のののの構造構造構造構造・・・・機能機能機能機能のののの網羅的解析網羅的解析網羅的解析網羅的解析

①①①①プロテオームプロテオームプロテオームプロテオーム解析技術解析技術解析技術解析技術によるによるによるによる植物植物植物植物ホルモンホルモンホルモンホルモンややややストレスストレスストレスストレス情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３１１３１１３１１３１１））））

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：既に公開したデータベースは、バージョンアップを計り、完全長cDNA情報とリンクする。植物ホルモン情報伝達
系の解析においては、既に単離された遺伝子タンパク質を用いてネットワークを解析する。改変ブラシノライド生合成関連
遺伝子を導入したどんとこいについて、隔離圃場での安全性評価を行う。節間伸長時特異的に発現するプロモーターの発
現パターンを解析し、より細かな草型制御を可能にするベクターの構築を行う。

②②②②タンパクタンパクタンパクタンパク質情報質情報質情報質情報ののののデータベースデータベースデータベースデータベース化化化化（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３１２３１２３１２３１２））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：作成したプロトタイプデータベースの表示、利用面等の改修を利用者からの意見、コメントを受けながら行なう。
また、データの入力について、データを入手次第、随時実施する。ウェブインターフェースによる公開用のデータベースに
ついては、３Dグラフィカルな表示可能なタンパク質構造データベース作成に取り組む。また、イネゲノムプロジェクトの各種
データベースと相互リンクを図り、イネに特化した特徴あるデータベース構築を目指す。

（（（（２２２２））））タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの立体構造立体構造立体構造立体構造およびおよびおよびおよび機能発現機構機能発現機構機能発現機構機能発現機構のののの解明解明解明解明

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：糖分解酵素など糖関連タンパク質、蛇毒由来タンパク質などの有用タンパク質のＸ線構造解析を引き続き行い、
基礎研究のみならず構造情報を基に応用に向けた基盤的研究を行う。

②②②②イネイネイネイネ構造構造構造構造ゲノムゲノムゲノムゲノム解明解明解明解明にににに向向向向けてのけてのけてのけての発現発現発現発現、、、、精製精製精製精製、、、、立体構造解析立体構造解析立体構造解析立体構造解析にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３２２３２２３２２３２２））））

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：オルニチントランスカルバミラーゼ、glyoxalase I（21kDa）については、今後、条件を詰めることによって結晶成長
させ、Ｘ線データ測定を行う。cds22については、アグリゲーションを起こしやすい。溶液散乱実験からも2量体、3量体の形
成が見られるので、アグリゲーションの原因を調べる。glyoxalase I（33kDa）については結晶化スクリーニングを継続して行
う。解析用蛋白質の公募を続けると同時に、イネ完全長cDNAを有効に活用し、さらに多くのターゲット蛋白質の選定と調製
を行い、立体構造解析に供する。発現時に不溶性な蛋白質についてはリフォールディング方法を検討する。現在担当して
いる蛋白質については立体構造解析を完了し、新たな蛋白質についても構造解析を行う。装置を改良するとともに、特定
の組織における蛋白質の相互作用関係を明らかにする。一方で、二次元クロマトグラフィー法を確立し、その手法を用いて
複合体を形成しているタンパク質を同定する手法を確立する。

③③③③NMRNMRNMRNMRをををを用用用用いたいたいたいた光合成電子伝達系光合成電子伝達系光合成電子伝達系光合成電子伝達系タンパクタンパクタンパクタンパク質複合体等質複合体等質複合体等質複合体等のののの分子認識分子認識分子認識分子認識・・・・機能発現機構機能発現機構機能発現機構機能発現機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３２３３２３３２３３２３））））

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：固体高分解能NMRを用いてPBLAの温度の上昇によるヘリックスの反転機構を原子レベルで解明する。膜に結
合することでヘリックス構造を形成するペプチドに固体高分解能NMR手法を適用し、その構造変化の機構を解明する。各
種ポリペプチドについて構造転移機構を解析し、分子内水素結合システムが示す協同性の機構・原因を探る。

（（（（３３３３））））計算科学的手法計算科学的手法計算科学的手法計算科学的手法によるによるによるによるタンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの構造構造構造構造・・・・機能推定技術機能推定技術機能推定技術機能推定技術のののの開発開発開発開発

①①①①計算科学的手法計算科学的手法計算科学的手法計算科学的手法によるによるによるによるタンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの構造構造構造構造・・・・機能推定技術機能推定技術機能推定技術機能推定技術のののの開発開発開発開発（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３３１３３１３３１３３１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：酵素タンパク質の立体構造をホモロジーモデリングにより構築し、酵素-基質複合体のモデルを作成する。この
モデル構造を用いて、酵素の基質選択機構についての解析をおこなう。同様に類似タンパク質の立体構造に関する情報
をもとに、タンパク質ファミリーにおける酵素の進化についてもあわせて検討する。

①①①①酵素酵素酵素酵素・・・・機能性機能性機能性機能性タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質などなどなどなど生物学的生物学的生物学的生物学的にににに重要重要重要重要ななななタンパクタンパクタンパクタンパク質質質質ののののＸＸＸＸ線解析法線解析法線解析法線解析法によるによるによるによる立体構造立体構造立体構造立体構造のののの解明解明解明解明とととと蛋白工学的手法蛋白工学的手法蛋白工学的手法蛋白工学的手法によるによるによるによる
機能機能機能機能のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３２１３２１３２１３２１））））
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（（（（４４４４））））糖質性糖質性糖質性糖質性エリシターエリシターエリシターエリシターとそのとそのとそのとその認識機構認識機構認識機構認識機構およびおよびおよびおよび情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構のののの解明解明解明解明

①①①①糖質性糖質性糖質性糖質性エリシターエリシターエリシターエリシターとそのとそのとそのとその認識機構認識機構認識機構認識機構およびおよびおよびおよび情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３４１３４１３４１３４１））））
担当：生体高分子研究グループ／新生物資源創出研究グループ
研究計画：得られた組換えイネの表現型を詳細に解析する。キチンオリゴ糖結合タンパク質の受容体としての機能を解析
する。

４４４４））））植物植物植物植物におけるにおけるにおけるにおける生命現象生命現象生命現象生命現象のののの分子機構分子機構分子機構分子機構のののの解明解明解明解明

（（（（１１１１））））光合成器官形成光合成器官形成光合成器官形成光合成器官形成にににに関与関与関与関与するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの解析解析解析解析とととと光合成光利用効率制御機構光合成光利用効率制御機構光合成光利用効率制御機構光合成光利用効率制御機構のののの解明解明解明解明

①①①①光合成機能発現制御因子光合成機能発現制御因子光合成機能発現制御因子光合成機能発現制御因子のののの作用機作作用機作作用機作作用機作のののの解析解析解析解析とととと相互作用相互作用相互作用相互作用タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの同定同定同定同定（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４１１４１１４１１４１１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：酵母two-hybrid法を用い、DET1、COP9、フィトクロムＡシグナル伝達分子SPA1など、イネの光シグナル伝達
ネットワーク構成成分間の相互作用を解析する。これらの成分と相互作用可能な蛋白質の網羅的単離に着手する。イネ子
葉鞘開裂に関わる光受容体の特定に向け、COP1を高発現する形質転換イネの子葉鞘開裂の様相を調べ、COP1の機能
を解析する。D1蛋白質前駆体切断酵素（CtpA）の構造を３次元構造モデリング手法により推定するとともに、基質であるD1
蛋白質Ｃ末端ペプチドとの相互作用をシミュレーションする。

（（（（２２２２））））物質固定物質固定物質固定物質固定・・・・代謝代謝代謝代謝およびおよびおよびおよび転流転流転流転流・・・・蓄積蓄積蓄積蓄積にににに関与関与関与関与するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの解析解析解析解析とそのとそのとそのとその制御機構制御機構制御機構制御機構のののの解明解明解明解明

①①①①植物植物植物植物のののの物質代謝物質代謝物質代謝物質代謝にににに関与関与関与関与するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの解析解析解析解析とととと制御機構制御機構制御機構制御機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４２１４２１４２１４２１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネ穎花に特異的な蛋白質を特定し、発現特性を解析する。C4型クロモ特異的に発現する遺伝子を単離する。
PEPC制御蛋白質遺伝子のプロモーターを単離する。Moricandia arvensis（C3-C4中間型）とキャベツ（C3型）との交雑植物
について、光合成・光呼吸に関わる葉の形態的、生理生化学的特性を解析し、光呼吸の制御機構と遺伝性を検討する。

②②②②光合成産物光合成産物光合成産物光合成産物のののの転流転流転流転流にににに関与関与関与関与するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの単離単離単離単離とそのとそのとそのとその機能解析機能解析機能解析機能解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４２２４２２４２２４２２））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：gw6の領域を矮小化する、また、SPSとSPPの二つの遺伝子を導入した組換えイネの作出を行う。さらに、維管束
鞘細胞の葉緑体分化関連遺伝子をC3植物のイネとC4植物のトウモロコシより単離し、発現解析を行う。OSKをbeitに用いた
酵母Two-hybridスクリーニングで、βサブユニット以外にγサブユニットや転写因子等が単離されたので、それらの機能を
解析することにより、登熟過程におけるOSKの役割を明らかにする。

（（（（３３３３））））植物植物植物植物のののの形態形成形態形成形態形成形態形成をををを制御制御制御制御するするするするジンクフィンガージンクフィンガージンクフィンガージンクフィンガー型転写因子型転写因子型転写因子型転写因子のののの機能解析機能解析機能解析機能解析

①①①①植物植物植物植物のののの形態形成形態形成形態形成形態形成をををを制御制御制御制御するするするする転写因子転写因子転写因子転写因子のののの機能解析機能解析機能解析機能解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４３１４３１４３１４３１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：AtSPL7およびその類縁遺伝子のloss-of-function実験のため、ドメイン置換によって転写抑制因子から転写活
性型に転換してアラビドプシスに導入し、表現型の解析を行う。pMADS3のエピジェネティックな発現制御の分子機構解析
のため、各形質転換系統における異常RNA形成およびpMADS3遺伝子座のDNAメチル化を解析する。SK2::ZPT2-10導
入による導入遺伝子依存性不和合性の遺伝様式および受精・受粉過程の解析を行う。

（（（（４４４４））））原形質膜原形質膜原形質膜原形質膜をををを介介介介するするするするオーキシンオーキシンオーキシンオーキシン情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構のののの解析解析解析解析

①①①①原形質膜原形質膜原形質膜原形質膜をををを介介介介するするするするオーキシンオーキシンオーキシンオーキシン情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構情報伝達機構のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ４４１４４１４４１４４１））））

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：細胞膜にはオーキシン受容体、取り込み輸送キャリアー、排出輸送キャリアーなどのオーキシン結合タンパク質
が存在するので、これらがオーキシンシグナル伝達にどのような関わりをもつかについて明らかにする。

５５５５））））動物動物動物動物におけるにおけるにおけるにおける生命現象生命現象生命現象生命現象のののの分子機構分子機構分子機構分子機構のののの解明解明解明解明

（（（（１１１１））））生殖系列細胞等生殖系列細胞等生殖系列細胞等生殖系列細胞等のののの発生分化機構発生分化機構発生分化機構発生分化機構のののの解明解明解明解明とととと発生工学的利用技術発生工学的利用技術発生工学的利用技術発生工学的利用技術のののの開発開発開発開発

①①①①マウスマウスマウスマウスををををモデルモデルモデルモデル系系系系としたとしたとしたとしたESESESES細胞等細胞等細胞等細胞等のののの増殖増殖増殖増殖およびおよびおよびおよび分化制御要因分化制御要因分化制御要因分化制御要因のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５１１５１１５１１５１１））））

担当：発生分化研究グループ

研究計画：分画したES細胞をドナーとして核移植胚を作出し、分画による発生能力の差異を調べる。また、分画したES細胞
間及び得られた胚間のメチル化やアセチル化等のエピジェネテイック解析を行う。ES細胞の分化に関わる遺伝子を探索す
るため、さらにDNAアレイ解析、ディファレンシャルディスプイ等によるスクリーニングを進める。

担当：発生分化研究グループ

研究計画：ニワトリミトコンドリアDNAのDループ領域の多型を利用した品種識別について、SNPs検出法の安定性に影響す
る要因を検討するとともに、新たな検出プライマーの検索を試みる。また、ニワトリ胚盤葉細胞に導入された外来遺伝子の
細胞内での動態を調べるとともに外来遺伝子が導入された胚盤葉細胞の選別法を開発する。さらに、始原生殖細胞の染
色体に外来遺伝子を組み込む方法の開発を行う。

②②②②IGFIGFIGFIGF----1111レセプターレセプターレセプターレセプター遺伝子等遺伝子等遺伝子等遺伝子等のののの転写制御転写制御転写制御転写制御ややややシグナルシグナルシグナルシグナル伝達伝達伝達伝達にににに関関関関わるわるわるわる生理生理生理生理・・・・形態形成関連遺伝子形態形成関連遺伝子形態形成関連遺伝子形態形成関連遺伝子のののの発現様式発現様式発現様式発現様式のののの解析解析解析解析
　（Ａ　（Ａ　（Ａ　（Ａ５１２５１２５１２５１２））））
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③③③③ブタブタブタブタ等等等等のののの培養細胞培養細胞培養細胞培養細胞のののの遺伝子改変技術遺伝子改変技術遺伝子改変技術遺伝子改変技術のののの確立確立確立確立とととと形質転換個体作出法形質転換個体作出法形質転換個体作出法形質転換個体作出法のののの開発開発開発開発（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５１３５１３５１３５１３））））

担当：発生分化研究グループ

研究計画：eGFPの代わりに、eGFPと比較して安定した形質転換マウスの生産が確認されているマーカー遺伝子である
eYFPを導入した体細胞核を用いて形質転換クローンブタの生産を試みる。さらに、遺伝子変換体細胞の核移植による疾
患モデルブタの作出を試みる。

④④④④ウシウシウシウシ胎盤細胞胎盤細胞胎盤細胞胎盤細胞のののの分化増殖分化増殖分化増殖分化増殖およびおよびおよびおよび再構築要因再構築要因再構築要因再構築要因のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５１４５１４５１４５１４））））

担当：発生分化研究グループ

研究計画：引き続き、培養基質と細胞分化の関連について検討する。BMP4の組み換えタンパク質を精製し、BT-1細胞の
分化・増殖に及ぼす影響を検討する。

（（（（２２２２））））動物細胞株動物細胞株動物細胞株動物細胞株のののの機能特性機能特性機能特性機能特性のののの解析解析解析解析とととと成長等成長等成長等成長等にににに関与関与関与関与するするするする細胞因子細胞因子細胞因子細胞因子のののの探索探索探索探索

①①①①脂肪細胞等動物細胞株脂肪細胞等動物細胞株脂肪細胞等動物細胞株脂肪細胞等動物細胞株のののの樹立樹立樹立樹立とととと機能特性機能特性機能特性機能特性のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５２１５２１５２１５２１））））

担当：生体機能研究グループ

研究計画：コラーゲンゲル薄膜を介して上皮間充織モデルを再構築して、組織学的検討および蛋白質や薬剤の透過性解
析を行う。また、マウスの胎児や新生児および成熟臓器から作製した切片担体上でさまざまな細胞を培養して、接着増殖
や分化等の細胞特性を解析する。立体絹の周囲に間葉系幹細胞や軟骨細胞を三次元培養して分化機能を発現維持する
ことで、強度に優れた軟骨組織を再構築する。

②②②②発育発育発育発育、、、、成熟等成熟等成熟等成熟等にににに関与関与関与関与するするするする因子因子因子因子のののの探索探索探索探索およびおよびおよびおよび同定同定同定同定（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５２２５２２５２２５２２））））

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ遺伝子インプリンティングに関して、母性発現をする遺伝子について検討する。ブタ品種 (ランドレースおよ
び梅山) におけるCYP遺伝子発現の相違について検討する。コレステロール合成および異化酵素遺伝子の化学物質によ
る発現変動およびその機構について追究する。ブタMx1遺伝子について、エキソン14に11塩基欠損を持つものと野生型の
ものとの生存率比較解析をさらに外国も含めた複数の養豚場所について行う。

（（（（３３３３））））家畜家畜家畜家畜のののの大脳辺縁系大脳辺縁系大脳辺縁系大脳辺縁系・・・・視床下部情動調節機構視床下部情動調節機構視床下部情動調節機構視床下部情動調節機構およびおよびおよびおよび繁殖中枢調節機構繁殖中枢調節機構繁殖中枢調節機構繁殖中枢調節機構のののの解明解明解明解明

①①①①ウシウシウシウシ、、、、ブタブタブタブタのののの脳定位固定装置脳定位固定装置脳定位固定装置脳定位固定装置のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび大脳辺縁系大脳辺縁系大脳辺縁系大脳辺縁系・・・・視床下部視床下部視床下部視床下部によるによるによるによる生体機能調節機構生体機能調節機構生体機能調節機構生体機能調節機構のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５３１５３１５３１５３１））））

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ、ブタを用いて、視床下部による成長制御機構、中枢及び末梢の繁殖調節機構におけるサイトカインの生
理的役割とストレス反応系との相互作用、におい刺激による海馬の神経応答と行動変化との関連性を解析する。

②②②②反芻動物反芻動物反芻動物反芻動物のののの性腺刺激性腺刺激性腺刺激性腺刺激ホルモンホルモンホルモンホルモン放出放出放出放出ホルモンホルモンホルモンホルモン分泌調節分泌調節分泌調節分泌調節にににに関関関関わるわるわるわる神経伝達物質神経伝達物質神経伝達物質神経伝達物質およびおよびおよびおよび末梢性因子解明末梢性因子解明末梢性因子解明末梢性因子解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５３２５３２５３２５３２））））

担当：生体機能研究グループ

研究計画：シバヤギを用いて、繁殖調節中枢の活動に影響をおよぼす末梢性および中枢性の因子についてさらなる検討
を加える。また、ウシの鋤鼻器官の培養を試みるとともに、シバヤギにおけるフェロモン情報処理の中枢機構の解析をさらに
進める。

（（（（４４４４））））ヒメミミズヒメミミズヒメミミズヒメミミズ等等等等のののの発生分化発生分化発生分化発生分化、、、、カイコカイコカイコカイコのののの脱皮変態等脱皮変態等脱皮変態等脱皮変態等にににに関関関関わるわるわるわる主要主要主要主要なななな遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの単離単離単離単離とととと機能解明機能解明機能解明機能解明

担当：発生分化研究グループ

研究計画：カイコvasaホモログBmVLGの3’UTRの翻訳促進活性の有無を合成RNA注入実験によって解析する。カブラハ
バチでは、遺伝的 RNAi 法を確立し、性決定や生殖に関与する遺伝子の機能解析を行なう。ヤマトヒメミミズのwhole mount
in situ hybridization法を確立し、再生関連遺伝子の発現パターンを解析する。培養細胞を用いて、線虫に導入する化学
受容体と、信号を伝達するＧ蛋白質との相互作用を調べる。

担当：発生分化研究グループ／生体高分子研究グループ

研究計画：IGR結合タンパク質の精製を進め、IGRの膜上の情報伝達系に与える影響を調べる。新生細胞内ｃAMP濃度測
定法の開発を試み、EがcAMPを介する信号伝達系の活性化を証明する。脱皮ホルモン合成に関わる新規神経ペプチドを
単離する。カイコESTマイクロ・アレイを用いて、培養細胞からホルモン誘導性遺伝子を単離する。緑きょう病菌の脱皮ホル
モン不活性化酵素を単離・同定する。２次元電気泳動で分離したタンパク質をMALDI/TOFTOF型MASSによって解析を進
め、アミノ酸修飾についても検討する。

担当：発生分化研究グループ

研究計画：細胞増殖の観察を、ホールマウント免疫染色法で行うことで細胞分裂中心の検討を行う。また、眠期の細胞数変
化について詳細な測定を行い、TUNEL法によりapoptosisの検出を行うことで、細胞数減少とプログラム細胞死の関係を考
察する。さらに、細胞の増殖、核相の変化、ホルモン応答及び外表皮形成等を解析するための皮膚培養法を検討する。

②②②②カイコカイコカイコカイコのののの脱皮脱皮脱皮脱皮・・・・変態時変態時変態時変態時ににににホルモンホルモンホルモンホルモン活性物質活性物質活性物質活性物質によりによりによりにより発現発現発現発現がががが誘導誘導誘導誘導されるされるされるされる主要遺伝子主要遺伝子主要遺伝子主要遺伝子・・・・タンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの単離単離単離単離とそのとそのとそのとその機能解明機能解明機能解明機能解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５５５５
４２４２４２４２））））

③③③③カイコカイコカイコカイコにおけるにおけるにおけるにおける真皮細胞真皮細胞真皮細胞真皮細胞のののの増殖調節機構増殖調節機構増殖調節機構増殖調節機構のののの解明並解明並解明並解明並びにびにびにびに斑紋等斑紋等斑紋等斑紋等のののの組織形成組織形成組織形成組織形成にににに関関関関わるわるわるわるタンパクタンパクタンパクタンパク質質質質のののの同定同定同定同定（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５４３５４３５４３５４３））））

①①①①ヒメミミズヒメミミズヒメミミズヒメミミズ等等等等のののの発生分化発生分化発生分化発生分化およびおよびおよびおよびカイコカイコカイコカイコのののの生殖系列形成体等生殖系列形成体等生殖系列形成体等生殖系列形成体等にににに関関関関わるわるわるわる主要遺伝子主要遺伝子主要遺伝子主要遺伝子のののの単離単離単離単離とととと遺伝子機能解析系遺伝子機能解析系遺伝子機能解析系遺伝子機能解析系のののの構築構築構築構築（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５５５５
４１４１４１４１））））
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①①①①間性系統等間性系統等間性系統等間性系統等にににに着目着目着目着目したしたしたした遺伝形質遺伝形質遺伝形質遺伝形質のののの連関解析連関解析連関解析連関解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５５１５５１５５１５５１））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫生産工学研究グループ

研究計画：間性突然変異の研究ではIsx、Isx-2系統の外部性徴の系統内変異の遺伝性を検討すると共に、サブトラクショ
ンクローンの大造とIsx-2間の塩基配列等の構造の違いを解析する。ホメオティック突然変異では、EMu, EHm, ED, Ncに
ついて遺伝子の配列順序を明らかにする。また清水褐卵においては既知のb-2naとの間の検定交雑を行う。蚕受精卵の凍
結保存法を検討すると共に、長期貯蔵性と関連のある形質を探索する。

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：Organdyの転移活性の確認のために交配実験を行い、後代において転移の検証を試みる。高次分類群横断的
なDNA多型の解析をその他の昆虫で実施する。またmtDNA偽遺伝子の特性について解析する。半翅目昆虫のカルボキ
シルエステラーゼ（CE）の機能とゲノムでの増幅と比較解析を引き続き行う。

③③③③尿酸合成尿酸合成尿酸合成尿酸合成ややややエクジステロイドエクジステロイドエクジステロイドエクジステロイド受容機構等受容機構等受容機構等受容機構等にににに関関関関わるわるわるわる分子分子分子分子のののの単離単離単離単離とととと発現制御機構発現制御機構発現制御機構発現制御機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５５３５５３５５３５５３））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：w-3突然変異を引き起こすBmwh3遺伝子の構造変化を明らかにするためPCRによるクローニングを行なうほか、
oaおよびod遺伝子の候補遺伝子を単離するためにサブトラクションを行なう。脱皮ホルモン受容体の転写活性化能がアイ
ソフォーム特異的に発現する時期および組織を特定する。PAM法を用いてさらに組織、発生段階等での特異的なメチル化
パターン変化の知見を蓄積する。

①①①①昆虫昆虫昆虫昆虫のののの触角葉触角葉触角葉触角葉およびおよびおよびおよびキノコキノコキノコキノコ体体体体におけるにおけるにおけるにおける匂匂匂匂いいいい情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達・・・・処理機構処理機構処理機構処理機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５６１５６１５６１５６１））））
担当：生体機能研究グループ

研究計画：触角葉神経細胞のスパイク活動を多点および細胞内記録し、さまざまな匂いの情報処理における複数の細胞
間の相互作用を解析する。さらに光学的計測法を用い、さまざまな匂いに対する触角葉の神経細胞集団の全体的活動を
広範囲に記録し、神経細胞のスパイク活動との相互関係を調べる。

②②②②カイコカイコカイコカイコ等等等等のののの味覚応答味覚応答味覚応答味覚応答のののの解明解明解明解明とととと感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等にににに着目着目着目着目したしたしたした味覚受容伝達系味覚受容伝達系味覚受容伝達系味覚受容伝達系のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５６２５６２５６２５６２））））
担当：生体機能研究グループ

研究計画：ニクバエのCLEM36、SpABCタンパク質の機能解析を免疫組織染色法や遺伝子の発現系を利用して行うととも
に、カイコ等の味覚関連遺伝子を新たに単離する。カイコ、アゲハ類の味覚細胞の応答解析を進め、光学的測定法等の新
たな手法の適用を検討する。カイコの咀嚼運動のパターン形成について解析し、味覚との関係を調べる。新規キラルカル
ボン酸を用いた昆虫生理活性物質の分離および分析特性の解明を進める。

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ドウガネブイブイのいくつかの発育ステージでの脳の抽出物に化学的操作をおこない、休眠幼虫に投与して休
眠における脳の役割を検討する。ネムリユスリカのクリプトビオシス誘導と蘇生時の生理・生化学・組織学的変化を解析す
る。チャバネアオカメムシでは、卵吸収に関与するタンパク質分解酵素を単離し、局在や活性調節機構を明らかにする。卵
吸収にともなう形態的変化を電子顕微鏡により明らかにする。バッタではコラゾニンの形態形成への影響をアフリカサバク
バッタで調べる。また、大発生が頻発する中国のトノサマバッタの休眠性に関する予備実験を行う。

②②②②カイコカイコカイコカイコ等等等等ののののアミノアミノアミノアミノ酸合成酵素系等酸合成酵素系等酸合成酵素系等酸合成酵素系等にににに着目着目着目着目したしたしたした特異的代謝機能特異的代謝機能特異的代謝機能特異的代謝機能のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５７２５７２５７２５７２））））
担当：生体機能研究グループ

研究計画：昆虫特異な代謝機構としてフラボノイド配糖体の合成・代謝機構に着目し解析を始める。カイコとエリサンの各組
織におけるステロールの定量を行ない検討を進める。

６６６６））））環境応答環境応答環境応答環境応答、、、、生物間相互作用生物間相互作用生物間相互作用生物間相互作用のののの分子機構分子機構分子機構分子機構のののの解明解明解明解明

（（（（１１１１））））環境環境環境環境ストレスストレスストレスストレスにににに応答応答応答応答するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの単離単離単離単離とそのとそのとそのとその機能解析機能解析機能解析機能解析

① ① ① ① 塩塩塩塩・・・・乾燥乾燥乾燥乾燥ストレスストレスストレスストレスにににに応答応答応答応答するするするする遺伝子群遺伝子群遺伝子群遺伝子群のののの単離単離単離単離とそのとそのとそのとその機能解析機能解析機能解析機能解析((((ＡＡＡＡ６１１６１１６１１６１１））））
担当：生理機能研究グループ

研究計画：OsNHX1の発現解析とあわせ、OsNHX4の発現解析を進めていく。 NaCl処理イネにおける成長とイオン含量に
ついて詳細に検討する。 イネクロライドチャンネル遺伝子破壊イネの表現型を調べる。マングローブ細胞膜型Na+/H+アン
チポーターの生理的役割を検討する。ZPT2-3のアラビドプシス・ホモログであるZAT６遺伝子のノックアウト変異体や形質
転換体を用い、形質評価およびマイクロアレイによる標的遺伝子の探索を行う。

（（（（６６６６））））昆虫昆虫昆虫昆虫のののの触角葉等触角葉等触角葉等触角葉等におけるにおけるにおけるにおける匂匂匂匂いいいい情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達・・・・処理機構処理機構処理機構処理機構およびおよびおよびおよび感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等感覚子特異的分子等にににに着目着目着目着目したしたしたした味覚受容伝達系味覚受容伝達系味覚受容伝達系味覚受容伝達系のののの
解明解明解明解明

（（（（７７７７））））ペプチドペプチドペプチドペプチド等等等等のののの化学物質化学物質化学物質化学物質のののの生理機能生理機能生理機能生理機能にににに着目着目着目着目したしたしたしたバッタバッタバッタバッタ等等等等のののの体色制御機構体色制御機構体色制御機構体色制御機構、、、、甲虫等甲虫等甲虫等甲虫等のののの休眠等休眠等休眠等休眠等のののの解明解明解明解明とととと、、、、カイコカイコカイコカイコ等等等等ののののアミノアミノアミノアミノ酸酸酸酸
合成酵素系等合成酵素系等合成酵素系等合成酵素系等にににに着目着目着目着目したしたしたした特異的代謝機能特異的代謝機能特異的代謝機能特異的代謝機能のののの解明解明解明解明

①①①①ペプチドペプチドペプチドペプチド等化学物質等化学物質等化学物質等化学物質のののの生理的役割生理的役割生理的役割生理的役割にににに着目着目着目着目したしたしたしたバッタバッタバッタバッタ等等等等のののの体色制御機構体色制御機構体色制御機構体色制御機構およびおよびおよびおよび甲虫等甲虫等甲虫等甲虫等のののの休眠休眠休眠休眠・・・・繁殖繁殖繁殖繁殖・・・・耐寒性等耐寒性等耐寒性等耐寒性等のののの
解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５７１５７１５７１５７１））））

（（（（５５５５））））フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子、、、、尿酸合成等尿酸合成等尿酸合成等尿酸合成等にににに関関関関わるわるわるわる生理機能生理機能生理機能生理機能にににに関係関係関係関係するするするする遺伝子等遺伝子等遺伝子等遺伝子等のののの単離単離単離単離とそのとそのとそのとその機能機能機能機能およびおよびおよびおよび多様性多様性多様性多様性のののの解析解析解析解析

②②②②フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子、、、、カルボキシエステラーゼカルボキシエステラーゼカルボキシエステラーゼカルボキシエステラーゼ遺伝子等遺伝子等遺伝子等遺伝子等にににに着目着目着目着目したしたしたした昆虫生理機能関連遺伝子昆虫生理機能関連遺伝子昆虫生理機能関連遺伝子昆虫生理機能関連遺伝子のののの単離単離単離単離とととと分子進化学的解分子進化学的解分子進化学的解分子進化学的解
析析析析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ５５２５５２５５２５５２））））
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②②②②環境環境環境環境ストレスストレスストレスストレスにににに対対対対するするするする植物固有植物固有植物固有植物固有のののの応答機構応答機構応答機構応答機構のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６１２６１２６１２６１２））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：AOS1遺伝子の詳しい発現解析や内生ジャスモン酸量の定量などを通して、光シグナルとジャスモン酸との関係
を解析する。光によってジャスモン酸合成が誘導されないhebiba突然変異体の原因遺伝子を同定するためにマップベース
クローニングを進める。

（（（（２２２２））））イネイネイネイネにおけるにおけるにおけるにおけるフィトクロムフィトクロムフィトクロムフィトクロムをををを介介介介したしたしたした光情報伝達経路光情報伝達経路光情報伝達経路光情報伝達経路のののの解析解析解析解析

①①①①イネイネイネイネにおけるにおけるにおけるにおける光情報伝達経路光情報伝達経路光情報伝達経路光情報伝達経路のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６２１６２１６２１６２１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：フィトクロム突然変異体を用いて開花関連遺伝子の発現プロファイルを詳しく解析し、各フィトクロム分子種がイ
ネの開花時期制御にどのように関わっているかを、明らかにする。 フィトクロム突然変異体（特にphyB, phyA/B突然変異体
に注目）の生育特性や遺伝子発現プロファイルをイネ生育自動モニタリング装置やマイクロアレイを用いて詳しく解析する。

（（（（３３３３））））植物植物植物植物のののの抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子によるによるによるによる病原体認識機構病原体認識機構病原体認識機構病原体認識機構のののの分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析

担当：生理機能研究グループ／遺伝資源研究グループ

研究計画：昨年度構築したシステムを用いてリアルタイムでのゲノム変動がどのような領域で起きているかArabidopsisを中
心に検討する。Pi-ta2だけではなく他のイネいもち病抵抗性遺伝子についても精密マッピングを試みる。オオムギゲノムで
は3Dライブラリーを完成させ、裸性遺伝子や小穂非脱落性遺伝子の物理地図の作製を始める。

（（（（４４４４））））共生窒素固定根粒共生窒素固定根粒共生窒素固定根粒共生窒素固定根粒にににに特異的特異的特異的特異的なななな植物遺伝子植物遺伝子植物遺伝子植物遺伝子のののの機能機能機能機能とととと発現調節機構発現調節機構発現調節機構発現調節機構のののの解析解析解析解析

①①①①共生特異的共生特異的共生特異的共生特異的なななな植物遺伝子植物遺伝子植物遺伝子植物遺伝子のののの網羅的単離網羅的単離網羅的単離網羅的単離とととと機能解析機能解析機能解析機能解析（（（（AAAA６４１６４１６４１６４１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：cDNAアレイ解析によって見いだされた新規の根粒特異的遺伝子について、毛状根形質転換系による機能解析
を続行する。とくにENOD40ノックダウン系統について、詳細な表現型解析を実施する。新規のfix-変異体56Mの原因遺伝
子について、RNAiおよび相補実験によって確定するとともに、機能解析に取り組む。

（（（（５５５５））））マメマメマメマメ科科科科モデルモデルモデルモデル植物植物植物植物ミヤコグサミヤコグサミヤコグサミヤコグサにおけるにおけるにおけるにおける共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子のののの単離単離単離単離とととと遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子タギングタギングタギングタギング系系系系のののの開発開発開発開発

①①①①ミヤコグサミヤコグサミヤコグサミヤコグサにおけるにおけるにおけるにおける共生関連遺伝子群共生関連遺伝子群共生関連遺伝子群共生関連遺伝子群ののののクローニングクローニングクローニングクローニングとととと機能解析機能解析機能解析機能解析（（（（AAAA６５１６５１６５１６５１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：引き続き根毛細胞骨格の動態を解析する。fix-変異体２系統について、クローン化に向けた作業を行うとともに、
他の共生変異体についても探索・ラフマッピングを続行し、変異形質の詳細な解析を行う。Ljsym71についてはそのホモロ
グ遺伝子について機能の確認を急ぐとともに、遺伝子産物の細胞内局在を検討する。LjSym70は遺伝子を同定し、構造を
解明すると共にその機能解析を行う。ゲノム分析ではマップマーカーとクローンの対応を進め全ゲノムのカバーを目指す。

①①①①効率的効率的効率的効率的なななな超微量分析法超微量分析法超微量分析法超微量分析法のののの開発開発開発開発にににに着目着目着目着目したしたしたしたアリアリアリアリ類類類類やややや捕食性捕食性捕食性捕食性カメムシカメムシカメムシカメムシ等等等等のののの行動解発因行動解発因行動解発因行動解発因のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６６１６６１６６１６６１））））

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ハリクチブトカメムシについては活性成分の解明を続けるとともに、合成品の活性の評価を試みる.アリ類につい
ては、社会寄生者が巣仲間認知機構を打破する仕組みの解明を継続して行う。 ゴマダラカミキリの配偶行動解発因解明
に関しては誘引活性成分の解明を試みる。キオビエダシャクなど鱗翅目昆虫の摂食や配偶行動解発に関わる因子の解明
を試みる。

②②②②植食昆虫植食昆虫植食昆虫植食昆虫にににに対対対対するするするする有害植物成分等有害植物成分等有害植物成分等有害植物成分等のののの検定系検定系検定系検定系のののの確立確立確立確立とととと検索検索検索検索（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６６２６６２６６２６６２））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ツマグロヨコバイ唾液腺に由来するβ-グルコシダーゼ、ラッカーゼを精製し、アミノ酸配列等をバイオタイプ間で
比較する。引き続き多様な植物の乳液を分析し、成長阻害物質・殺虫性物質・殺虫性タンパク質等を探索・同定する。

①①①①トビイロウンカトビイロウンカトビイロウンカトビイロウンカ共生微生物等共生微生物等共生微生物等共生微生物等のののの系統解析系統解析系統解析系統解析およびおよびおよびおよび共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子のののの解析解析解析解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６７１６７１６７１６７１））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：トビイロウンカESTデータの登録と公開を行う。トビイロウンカcDNAマイクロアレイを作製する。共生微生物増殖と
宿主細胞遺伝子発現との関係を調査する。甲虫セルラーゼについての解析をさらに進める。大腸菌をホストとしたシロアリ
セルラーゼの改変と選抜をさらに進める。大腸菌および他の方法（バキュロウイルスなど）を用いた大量発現系の効率化を
進める。試験管内でのＩＲＥＳによる異種遺伝子翻訳効率向上を試みる。

（（（（７７７７））））トビイロウンカトビイロウンカトビイロウンカトビイロウンカ共生微生物等共生微生物等共生微生物等共生微生物等のののの系統解析系統解析系統解析系統解析およびおよびおよびおよび共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子共生関連遺伝子のののの解析解析解析解析とととと昆虫昆虫昆虫昆虫・・・・植物循環細菌等植物循環細菌等植物循環細菌等植物循環細菌等のののの感染感染感染感染・・・・定着定着定着定着・・・・増殖増殖増殖増殖のののの分分分分
子機構子機構子機構子機構のののの解明解明解明解明

（（（（６６６６））））効率的効率的効率的効率的なななな超微量分析法超微量分析法超微量分析法超微量分析法のののの開発開発開発開発にににに着目着目着目着目したしたしたしたカメムシカメムシカメムシカメムシ等等等等のののの行動解発因行動解発因行動解発因行動解発因のののの解明解明解明解明とととと、、、、植食性昆虫植食性昆虫植食性昆虫植食性昆虫にににに対対対対するするするする有害物質有害物質有害物質有害物質のののの検定系検定系検定系検定系のののの
確立確立確立確立

①①①①抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子抵抗性遺伝子によるによるによるによる病原体認識病原体認識病原体認識病原体認識をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする植物植物植物植物のののの自他認識自他認識自他認識自他認識・・・・防御機構等防御機構等防御機構等防御機構等のののの分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析分子遺伝学的解析（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６３１６３１６３１６３１））））
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②②②②昆虫腸内細菌昆虫腸内細菌昆虫腸内細菌昆虫腸内細菌にににに着目着目着目着目したしたしたした昆虫昆虫昆虫昆虫・・・・植物循環細菌等植物循環細菌等植物循環細菌等植物循環細菌等のののの感染感染感染感染・・・・定着定着定着定着・・・・増殖増殖増殖増殖のののの分子機構分子機構分子機構分子機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６７２６７２６７２６７２））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：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明らかにする。また、ファイトプラズマの人工培養につい
ては、培養細胞への直接注射、培養細胞と昆虫の器官の抽出物を混合培養、唾腺細胞内に培養細胞を移植する方法な
どを検討する。昆虫腸内微生物の定着・増殖関連因子については定着特異的に発現する遺伝子の同定と機能解析を行
う。

①①①①昆虫昆虫昆虫昆虫ポックスウイルスポックスウイルスポックスウイルスポックスウイルス等等等等のののの病原微生物病原微生物病原微生物病原微生物およびそのおよびそのおよびそのおよびその産生物質産生物質産生物質産生物質のののの機能機能機能機能とととと感染要因感染要因感染要因感染要因のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６８１６８１６８１６８１））））

担当：昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫ポックスウイルスのスピンドルが昆虫の中腸囲食膜を崩壊させるメカニズムの詳細について生化学的手法
で解析する。また、スピンドルが、原虫、糸状菌、細菌等の昆虫病原微生物の感染や、それらの産生する毒素の作用に及
ぼす影響を調査する。Ｂｔ菌Cry毒素等に対するカイコの抵抗性機構の細胞や分子レベルでの究明を図る。植物病原糸状
菌の一種Myrothecium verrucaria が産生する毒素の単離同定を行うと共に昆虫への作用を調査する。

担当：生体防御研究グループ

研究計画：乳酸菌、あるいは乳酸菌菌体成分（自然免疫シグナルリガンド）が免疫抑制性細胞機能成熟に果たす役割を解
析するとともに、食物アレルギーモデルマウスにおける効果を解析する。ミクログリア細胞株を用いたプリオン感染系作出を
試みる。スクレーピー感染マウス脳から細胞株を樹立し、それらを用いて感染マーカー候補を探索する。

（（（（１０１０１０１０））））カイコカイコカイコカイコのののの抗菌性抗菌性抗菌性抗菌性タンパクタンパクタンパクタンパク質等質等質等質等のののの構造決定構造決定構造決定構造決定とととと改変改変改変改変およびおよびおよびおよび機能機能機能機能、、、、発現機構発現機構発現機構発現機構のののの解明解明解明解明

①①①①カイコカイコカイコカイコのののの抗菌性抗菌性抗菌性抗菌性タンパクタンパクタンパクタンパク質等質等質等質等のののの構造決定構造決定構造決定構造決定とととと改変改変改変改変およびおよびおよびおよび機能機能機能機能、、、、発現機構発現機構発現機構発現機構のののの解明解明解明解明（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６１０１６１０１６１０１６１０１））））

担当：生体防御研究グループ

研究計画：カイコ抗菌性ペプチド遺伝子の発現誘導機構を解明する。昆虫のもつ抗ウイルスタンパク質の生体防御におけ
る役割を調べる。抗細菌ペプチドを改変した合成ペプチドのマラリア原虫に対する増殖抑制を調べる。

Ｂ   Ｂ   Ｂ   Ｂ   農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの飛躍的発展飛躍的発展飛躍的発展飛躍的発展をををを目指目指目指目指したしたしたした革新技術革新技術革新技術革新技術のののの開発開発開発開発

１１１１））））遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換えによるえによるえによるえによる機能性作物等新生物資源機能性作物等新生物資源機能性作物等新生物資源機能性作物等新生物資源のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））CCCC4444光合成機能光合成機能光合成機能光合成機能のののの利用利用利用利用やややや形態制御形態制御形態制御形態制御によるによるによるによる作物生産性作物生産性作物生産性作物生産性のののの向上向上向上向上

①①①①CCCC4444光合成機能光合成機能光合成機能光合成機能のののの利用利用利用利用によるによるによるによる植物植物植物植物のののの光合成機能光合成機能光合成機能光合成機能のののの改良改良改良改良のののの試試試試みみみみ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ１１１１１１１１１１１１））））

担当：生理機能研究グループ

研究計画：３種類、４種類のC4光合成酵素を発現する多重形質転換イネ当代の解析を行い、ホモ系統を選抜する。
NADP-MDHを高発現する形質転換イネ・ホモ系統の生理学的解析を行う。

②②②②植物植物植物植物のののの草型制御技術草型制御技術草型制御技術草型制御技術のののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ１１２１１２１１２１１２））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：隔離圃場において、Ｄ１８プロモーターとGA2酸化酵素を導入した「どんとこい」の安全性評価試験行う。また、特
許回避と社会的需要のために、薬剤耐性マーカーに代えてALSを選抜マーカーに用いて形質転換したイネの特性調査を
行う。

（（（（２２２２））））遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換えをえをえをえを利用利用利用利用したしたしたした病虫害抵抗性個体病虫害抵抗性個体病虫害抵抗性個体病虫害抵抗性個体、、、、ストレスストレスストレスストレス耐性個体耐性個体耐性個体耐性個体のののの作出作出作出作出

①①①①病害抵抗性関連遺伝子病害抵抗性関連遺伝子病害抵抗性関連遺伝子病害抵抗性関連遺伝子のののの探索探索探索探索（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ１２１１２１１２１１２１））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：感染時特異的発現用プロモーターの単離と利用、イネの非特異的病害抵抗性機構の解明に向けて、研究を継
続する。ChiC細胞内蓄積型イネのいもち病抵抗性を検定し、細胞外分泌型イネと比較する。また、 高い抵抗性を示した系
統について閉鎖系温室内で生育調査を行ない、有望系統を選抜する。感染時誘導型プロモーターを使ってChiCを発現さ
せる。

②②②②ストレスストレスストレスストレス耐性麦類耐性麦類耐性麦類耐性麦類のののの作出作出作出作出（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ１２２１２２１２２１２２））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：PEPC遺伝子を導入したオオムギは、個体の解析を継続する。キチナーゼ、グルカナーゼ、VP1遺伝子導入個
体では、自殖後代を育成して遺伝子発現や特性を調査する。

（（（（８８８８））））昆虫病原微生物昆虫病原微生物昆虫病原微生物昆虫病原微生物およびおよびおよびおよび植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物にににに由来由来由来由来するするするする生理活性物質等生理活性物質等生理活性物質等生理活性物質等にににに着目着目着目着目したしたしたした感染機構感染機構感染機構感染機構およびおよびおよびおよび植物植物植物植物－－－－微生物微生物微生物微生物－－－－昆虫昆虫昆虫昆虫のののの
相互作用相互作用相互作用相互作用のののの解明解明解明解明

（（（（９９９９））））免疫担当細胞免疫担当細胞免疫担当細胞免疫担当細胞におけるにおけるにおけるにおける生体防御関連遺伝子生体防御関連遺伝子生体防御関連遺伝子生体防御関連遺伝子のののの単離単離単離単離とととと機能解明機能解明機能解明機能解明およびおよびおよびおよび生体防御機構解析生体防御機構解析生体防御機構解析生体防御機構解析のためののためののためののためのインビトロインビトロインビトロインビトロ培養細胞培養細胞培養細胞培養細胞
系系系系のののの開発開発開発開発

①①①①正常正常正常正常およびおよびおよびおよび遺伝子改変遺伝子改変遺伝子改変遺伝子改変マウスマウスマウスマウスをををを用用用用いたいたいたいた免疫機能免疫機能免疫機能免疫機能のののの解析解析解析解析、、、、およびおよびおよびおよび細胞系細胞系細胞系細胞系をををを用用用用いたいたいたいた免疫関連遺伝子免疫関連遺伝子免疫関連遺伝子免疫関連遺伝子のののの機能解析機能解析機能解析機能解析
（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ６９１６９１６９１６９１））））
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（（（（３３３３））））遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換えによりえによりえによりえにより健康機能性健康機能性健康機能性健康機能性をををを増強増強増強増強したしたしたした米米米米のののの作出作出作出作出

①①①①遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換遺伝子組換えによりえによりえによりえにより健康機能性健康機能性健康機能性健康機能性をををを増強増強増強増強したしたしたした米米米米のののの作出作出作出作出（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ１３１１３１１３１１３１））））

担当：新生物資源創出研究グループ／遺伝資源研究グループ

研究計画：グリシニンを低グルテリニン系統で発現させた系統の世代を進め、ホモ化し高グリシニン集積米の特性を解析す
る。7crpペプチドを蓄積させたコメをマウスに経口投与し、免疫寛容能があるか調べる。7crpペプチド米の環境安全性につ
いて調査する。GLP-1ペプチドについては種子胚乳中への高集積化を図る。根からの鉄吸収能を高めるため、トランス
ポーター遺伝子の導入を図る。

２２２２））））新新新新たなたなたなたなDNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーのののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））DNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーによるによるによるによるイネイネイネイネ育種選抜育種選抜育種選抜育種選抜システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発

①①①①DNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーによるによるによるによるイネイネイネイネ育種選抜育種選抜育種選抜育種選抜システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ２１１２１１２１１２１１））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：ササニシキとハバタキの染色体部分置換系統群を利用して、シンクサイズに関与するQTLの確認を行う。また
QTL の集積を開始する。穂発芽抵抗性遺伝子Sdr1の候補遺伝子の形質転換実験を継続する。

（（（（２２２２））））ブタブタブタブタのののの肉質等肉質等肉質等肉質等にににに関連関連関連関連するするするするDNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーのののの開発開発開発開発

①①①①ブタブタブタブタのののの肉質等肉質等肉質等肉質等にににに関連関連関連関連するするするするDNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーのののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ２２１２２１２２１２２１））））

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：これまでに複数家系で検出されている肉色、増体量等のQTLについて家系を統合した解析を行う。DNAマー
カーで選抜したF2個体から生まれたF3個体の形質を調べ、マーカー選抜の効率を評価する。また、DNAマーカーにより対
象となるQTL遺伝子の導入を行なう。開発したQTL解析手法を、複雑な家系についても適用可能となるように拡張する。

（（（（３３３３））））カイコカイコカイコカイコのののの絹絹絹絹のののの高品質化等高品質化等高品質化等高品質化等にににに関連関連関連関連するするするするDNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーのののの開発開発開発開発

①①①①カイコカイコカイコカイコ耐病性関連耐病性関連耐病性関連耐病性関連DNADNADNADNAマーカーマーカーマーカーマーカーのののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ２３１２３１２３１２３１））））

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：他の系統のBT毒素抵抗性遺伝子の連関検索とマッピングを進める。また、沢J系統が持つ食性異常の遺伝子が
第３連関群と第９連関群に所属する遺伝子座位の決定を行いマーカーの開発を進める。新たなEST cDNAクローンの開発
を進め、それらの連関検索とマッピングを進める。

３３３３））））放射線利用技術放射線利用技術放射線利用技術放射線利用技術のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））各種作物各種作物各種作物各種作物におけるにおけるにおけるにおけるガンマガンマガンマガンマ線線線線ととととイオンビームイオンビームイオンビームイオンビームによるによるによるによる突然変異誘発効率突然変異誘発効率突然変異誘発効率突然変異誘発効率のののの比較比較比較比較

①①①①ガンマガンマガンマガンマ線線線線ととととイオンビームイオンビームイオンビームイオンビーム照射照射照射照射によるによるによるによる線量反応線量反応線量反応線量反応およびおよびおよびおよび変異率変異率変異率変異率のののの比較比較比較比較（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３１１３１１３１１３１１））））

担当：放射線育種場

研究計画：イネ，キクともに320MeV炭素イオンを中心に変異誘発効果を明らかにする。サトウキビではガンマ線の生体緩照
射およびヘリウムイオンの40Gy以下で得られた変異体の特性について無毛変異や量的形質との関係を中心に解析する。
ソバにおけるイオンビームの変異誘発効果をさらに詳細に解明する。

②②②②効率的効率的効率的効率的なななな突然変異誘発技術突然変異誘発技術突然変異誘発技術突然変異誘発技術のののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３１２３１２３１２３１２））））

担当：放射線育種場

研究計画：ガンマ線の照射線量率の変異誘発効果への影響をキクを材料として解明する。

③③③③誘発突然変異誘発突然変異誘発突然変異誘発突然変異とととと形質転換形質転換形質転換形質転換をををを利用利用利用利用したしたしたした育種育種育種育種・・・・機能解析素材作出法機能解析素材作出法機能解析素材作出法機能解析素材作出法のののの開発開発開発開発（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３１３３１３３１３３１３））））

担当：放射線育種場

研究計画：果樹のイオンビーム反応の解析、突然変異体のスクリーニングに取り組む。チャ等において照射方式と試料調
整法の相互関係を適正化する条件を検討し、放射線照射が作物に与える各種影響を調べる。 突然変異を利用した形態
変異の研究に取り組む。クワについてガンマ線照射によるChijimi1-1遺伝子の変異率を調査し、他の遺伝子座についても
遺伝解析や変異作出を検討する。クワから形態形成関連遺伝子のクローニングを試みる。カテキン等高機能成分変異体
の選抜について体系化を行い、高機能成分変異体の選抜試験を実施する。果樹、クワの成分変異体の選抜に取り組む。

（（（（２２２２））））木本性作物木本性作物木本性作物木本性作物のののの耐病性耐病性耐病性耐病性にににに着目着目着目着目したしたしたした突然変異体突然変異体突然変異体突然変異体のののの誘発誘発誘発誘発・・・・選抜技術選抜技術選抜技術選抜技術のののの開発開発開発開発とととと新規素材新規素材新規素材新規素材のののの作出作出作出作出

①①①①木本性作物木本性作物木本性作物木本性作物のののの耐病性突然変異体耐病性突然変異体耐病性突然変異体耐病性突然変異体のののの誘発誘発誘発誘発・・・・選抜技術選抜技術選抜技術選抜技術のののの開発開発開発開発とととと素材作出素材作出素材作出素材作出（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３２１３２１３２１３２１））））

担当：放射線育種場

研究計画：ガンマ線等による果樹の耐病性突然変異の誘発、選抜個体の耐病性の確認に取り組む。ナシの外植片の滅菌
条件、培養シュートの培養条件、カルスの培地条件、ナシ黒斑病菌の毒素液の調製条件、毒素液の反応条件などをさらに
検討する。チャ炭疽病抵抗性検定を継続し、抵抗性変異体の素材化準備を行うとともに、試料の物理的特性に適した検定
条件を確立する。
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（（（（３３３３））））イネイネイネイネ貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンパクタンパクタンパクタンパク質等質等質等質等のののの突然変異遺伝子突然変異遺伝子突然変異遺伝子突然変異遺伝子のののの単離単離単離単離とととと機能解析機能解析機能解析機能解析

①①①①イネイネイネイネ突然変異体利用突然変異体利用突然変異体利用突然変異体利用によるによるによるによる遺伝子単離遺伝子単離遺伝子単離遺伝子単離とととと機能解析機能解析機能解析機能解析（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３３１３３１３３１３３１））））

担当：放射線育種場

研究計画：Lgc1の低グルテリン化の作用がRＮＡｉによるものであることをさらに直接的に証明するために、Lgc1でグルテリン
遺伝子に対するヘアピンRNAやsmall interfering RNAが生産されているかどうかを検証する。

②②②②イネイネイネイネのののの新規用途突然変異体新規用途突然変異体新規用途突然変異体新規用途突然変異体のののの効率的選抜手法効率的選抜手法効率的選抜手法効率的選抜手法のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび単離単離単離単離（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ３３２３３２３３２３３２））））

担当：放射線育種場／分子遺伝研究グループ

研究計画：蛋白質組成に関する突然変異体選抜において、ミルキークイーンの低アミロース性と低グルテリンかつ26kグロ
ブリン欠失を結合させたF7系統について蛋白質組成を確認した後、作物研へ委譲して命名登録のための試験を継続す
る。放射線による変異をDNAレベルで明らかにするために、変異から原因遺伝子が推測可能な変異体を得て原因遺伝子
のクローニングを行い塩基配列を決定する。

Ｃ   Ｃ   Ｃ   Ｃ   新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出をををを目指目指目指目指したしたしたした研究研究研究研究

１１１１））））有用物質生産技術有用物質生産技術有用物質生産技術有用物質生産技術のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））生理活性生理活性生理活性生理活性ペプチドペプチドペプチドペプチド、、、、抗体等抗体等抗体等抗体等のののの有用有用有用有用タンパクタンパクタンパクタンパク質生産質生産質生産質生産のためののためののためののための組換組換組換組換ええええイネイネイネイネ等等等等のののの作出作出作出作出

①①①①生理活性生理活性生理活性生理活性ペプチドペプチドペプチドペプチド、、、、抗体等抗体等抗体等抗体等のののの有用有用有用有用タンパクタンパクタンパクタンパク質生産質生産質生産質生産のためののためののためののための組換組換組換組換ええええイネイネイネイネ等等等等のののの作出作出作出作出（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ１１１１１１１１１１１１））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：イネ胚乳における小胞のデフォルト輸送とバルクフローの実体を解明する。改変オボキニン高度集積米の血圧
降下能の動物実験を行う。イネ種子で発現させた改変ダニアレルゲンのIgE結合能を調べる。マウスエピトープ蓄積米系統
をホモ化し、大量に種子を採取する。 改変グルテリン遺伝子導入個体及び改変ホルデイン遺伝子導入個体について植物
体を育成し、種子における目的とするタンパク質の発現量などを調査する。

①①①①遺伝子導入遺伝子導入遺伝子導入遺伝子導入カイコカイコカイコカイコのののの周年周年周年周年・・・・安定生産安定生産安定生産安定生産システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ１２１１２１１２１１２１））））

担当：昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：ウイルスの経口感染法を改良し、カイコを用いた物質生産に最適の条件を明らかにする。これまでに開発された
個別技術を統合し、豚インターロイキン18の遺伝子を用いて昆虫工場による有用物質生産システムの実証試験を実施す
る。

②②②②効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育のためののためののためののための桑系統桑系統桑系統桑系統のののの素材化素材化素材化素材化（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ１２２１２２１２２１２２））））

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：引き続き交雑及び育苗を実施するが、系統適応性検定試験に供試中の有望系統「本95－22」に、さらに高度な
桑萎縮病抵抗性付与をねらった組合せに重点化する。個体選抜及び系統選抜については、従来どおり継続して実施す
る。系統選抜試験で良好な成績を示した「本97－40」については、平成17年度より群馬県で系統適応性検定試験に供試
するための育苗を行う。

２２２２））））生体機能模倣技術生体機能模倣技術生体機能模倣技術生体機能模倣技術のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））化学分子受容体化学分子受容体化学分子受容体化学分子受容体のののの固定法等固定法等固定法等固定法等にににに着目着目着目着目したしたしたしたバイオセンサーバイオセンサーバイオセンサーバイオセンサー等等等等のののの開発開発開発開発

①①①①化学分子受容体化学分子受容体化学分子受容体化学分子受容体のののの固定法等固定法等固定法等固定法等にににに着目着目着目着目したしたしたしたバイオセンサーバイオセンサーバイオセンサーバイオセンサー等等等等のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ２１１２１１２１１２１１））））

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：改質石英ガラス表面へのリポソームの固定化とその機能発現を確認する。ラクトース修飾絹フィブロインとβーガ
ラクトース残基を認識する繊維芽細胞との相互作用を調べる。ハエの味覚受容タンパク質やカイコガのフェロモン受容タン
パク質をリン脂質膜に固定するためのMOSFETの最適設計を行うとともに、リン脂質膜の安定的な固定化を検討する。分子
認識分子を絹フィブロインに導入することを目的に、リポフェクション、マイクロインジェクション等の遺伝子導入法を検討す
る。

（（（（２２２２））））微小電極等微小電極等微小電極等微小電極等のののの利用利用利用利用によるによるによるによる飛翔行動等飛翔行動等飛翔行動等飛翔行動等のののの生体機能計測手法生体機能計測手法生体機能計測手法生体機能計測手法のののの開発開発開発開発

①①①①微小電極等微小電極等微小電極等微小電極等のののの利用利用利用利用によるによるによるによる飛翔行動等飛翔行動等飛翔行動等飛翔行動等のののの生体機能計測手法生体機能計測手法生体機能計測手法生体機能計測手法のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ２２１２２１２２１２２１））））

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：関連研究で開発されたマイクロ電極やMOSFETを用いた微小プローブを利用し、カイコガ等の活動時生体電気
信号記録を試みる。また、微小プローブの設計変更と改良を継続する。

（（（（２２２２））））遺伝子導入遺伝子導入遺伝子導入遺伝子導入カイコカイコカイコカイコのののの周年周年周年周年・・・・安定生産安定生産安定生産安定生産システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築とととと、、、、効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育効率的周年人工飼料育のためののためののためののためのクワクワクワクワ系統系統系統系統のののの素材化素材化素材化素材化
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３３３３））））生物機能生物機能生物機能生物機能のののの改変改変改変改変によるによるによるによる新規用途生物新規用途生物新規用途生物新規用途生物のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））ヒメハナカメムシヒメハナカメムシヒメハナカメムシヒメハナカメムシ、、、、カブリダニカブリダニカブリダニカブリダニ等等等等のののの系統解析法系統解析法系統解析法系統解析法のののの確立確立確立確立

①①①①ヒメハナカメムシヒメハナカメムシヒメハナカメムシヒメハナカメムシ、、、、カブリダニカブリダニカブリダニカブリダニ等等等等のののの系統解析法系統解析法系統解析法系統解析法のののの確立確立確立確立（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ３１１３１１３１１３１１））））
担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ナミヒメハナカメムシの反復配列マーカーを作製し、タイリクヒメハナカメムシとともに地理的変異を解析する。既
得の分子マーカーを用いた系統解析を実施し、ヒメハナカメムシ系統間の遺伝学的・進化的関係を解明する。ケナガカブリ
ダニ匂い応答性の遺伝解析を行う。分散性の選抜実験を行い匂い応答性と分散性の関係を解明する。ケナガカブリダニの
種内系統関係を塩基配列を用いて比較し、系統識別可能なDNAマーカーを作製する。

（（（（２２２２））））環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質のののの低減低減低減低減およびおよびおよびおよび環境修復環境修復環境修復環境修復のためののためののためののための組換組換組換組換ええええ植物植物植物植物のののの作出作出作出作出

①①①①環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質のののの低減低減低減低減およびおよびおよびおよび環境修復環境修復環境修復環境修復のためののためののためののための組換組換組換組換ええええ植物植物植物植物のののの作出作出作出作出（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ３２１３２１３２１３２１））））
担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：残留農薬分析については、３分子種のP450分子種を導入した形質転換体での評価を行う。この場合、イネ植物
体中における残留農薬量の測定をおこなう。さらに、土中からの残留農薬の吸収試験を行う予定である。また、環境浄化用
の環境形質転換体の安全性評価試験を続けて行う。

４４４４））））新素材新素材新素材新素材およびおよびおよびおよび新蚕糸技術新蚕糸技術新蚕糸技術新蚕糸技術のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））セリシンセリシンセリシンセリシン蚕等蚕等蚕等蚕等のののの特異特異特異特異なななな繭糸質繭糸質繭糸質繭糸質をををを有有有有するするするする蚕品種蚕品種蚕品種蚕品種のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび飼育技術飼育技術飼育技術飼育技術のののの開発開発開発開発

①①①①セリシンセリシンセリシンセリシン蚕等蚕等蚕等蚕等のののの特異特異特異特異なななな繭糸質繭糸質繭糸質繭糸質をををを有有有有するするするする蚕品種蚕品種蚕品種蚕品種のののの育成育成育成育成およびおよびおよびおよび飼育技術飼育技術飼育技術飼育技術のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ４１１４１１４１１４１１））））

担当：昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：日照透過率と桑収量との関係、昼間の温度と桑再発芽との関係、制限給餌と繭糸質との関係解明を行う。着色
セリシン蚕、着色繭など繭糸質に特徴ある蚕品種の改良、繭糸の強伸度の遺伝様式の解明、広食性遺伝子の機能解析を
行う。また、蚕育種素材の特性データのＤＢ化をすすめると共に、真綿用品種の開発を行う。さらに、組換蛋白質生産用の
品種開発のため、生理活性物質による休眠制御、セリシン溶解性等を検討する。

（（（（２２２２））））キチンキチンキチンキチン、、、、フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン等等等等をををを用用用用いたいたいたいたファインケミカルファインケミカルファインケミカルファインケミカル等機能性素材等機能性素材等機能性素材等機能性素材のののの開発開発開発開発

①①①①キチンキチンキチンキチン、、、、フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン等等等等をををを用用用用いたいたいたいた精密化学製品等機能性素材精密化学製品等機能性素材精密化学製品等機能性素材精密化学製品等機能性素材のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ４２１４２１４２１４２１））））

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：キチンミクロスフェアを用いた薬物徐放試験を行い、ドラッグデリバリーへの利用可能性を検討する。超臨界二酸
化炭素を用いて、昆虫クチクラ中の脂肪酸を抽出し分離する方法を検討し、脂肪酸の組成と機能を検討する。昆虫工場回
収物の利用用途を開発する。また、絹タンパクの生分解性に関して、酵素分解により、絹膜、絹糸から流出するタンパク質
の量と分子量を調査する。

（（（（３３３３））））絹絹絹絹フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン等生体高分子等生体高分子等生体高分子等生体高分子のののの理化学的特性理化学的特性理化学的特性理化学的特性のののの解明解明解明解明とととと創傷被覆材等創傷被覆材等創傷被覆材等創傷被覆材等へのへのへのへの利用技術利用技術利用技術利用技術のののの開発開発開発開発

①①①①絹絹絹絹フィブロインフィブロインフィブロインフィブロイン等生体高分子等生体高分子等生体高分子等生体高分子のののの理化学的特性理化学的特性理化学的特性理化学的特性のののの解明解明解明解明とととと創傷被覆材等創傷被覆材等創傷被覆材等創傷被覆材等へのへのへのへの利用技術利用技術利用技術利用技術のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ４３１４３１４３１４３１））））

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：絹フィブロイン構成ペプチドの細胞生育促進性について解析を進める。主要セリシン成分の一次構造、物性の
解析を行う。絹スポンジ構造形成について立てた仮説を、熱分析や微細構造観察等から実証する。形質転換による改変
フィブロイン作出のためのベクター調製を行う。クモ糸タンパクの特殊な構造特性を引き続き解析するとともに、他昆虫特異
生体高分子のNMRによる構造解析を行う。家蚕液状絹の微細構造を解析する。フィブロインがリン脂質膜に及ぼす影響を
検討する。

①①①①昆虫由来色素等昆虫由来色素等昆虫由来色素等昆虫由来色素等のののの抽出抽出抽出抽出・・・・機能評価機能評価機能評価機能評価（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ４４１４４１４４１４４１））））

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：摂食を刺激活性する成分である210nmに吸収をもち透析膜を通過する低分子量の水溶性物質を分析する。

②②②②シルクシルクシルクシルクのののの機能性利用機能性利用機能性利用機能性利用とととと加工技術加工技術加工技術加工技術によるによるによるによる生活用素材生活用素材生活用素材生活用素材のののの開発開発開発開発（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ４４２４４２４４２４４２））））

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：偏光赤外分光法等によりセリシンの分子配向特性を解析するとともに、分子間架橋による３次元ネットワーク構
造の形成や無機材料とのハイブリッド化を行う。植物染料の抗菌特性を高めるための加工条件を検討する。極細繊度繭を
用いた超薄地織物の性能評価を行う。経・緯糸の加工条件を変えたシルクデニム地の性能評価を行う。太繊度ハイバル
ク・シルクによるアウター類への製品化を図る。人工皮膚用素材として、繭糸による超薄絹布を開発する。繭糸による人工
血管・人工腱については、その物理的特性を明らかにする。

（（（（４４４４））））昆虫由来色素等昆虫由来色素等昆虫由来色素等昆虫由来色素等のののの抽出抽出抽出抽出・・・・機能評価機能評価機能評価機能評価、、、、新衣料素材新衣料素材新衣料素材新衣料素材のののの作出作出作出作出およびおよびおよびおよびシルクシルクシルクシルクのののの機能性利用機能性利用機能性利用機能性利用とととと加工技術加工技術加工技術加工技術によるによるによるによる生活用素材生活用素材生活用素材生活用素材のののの開発開発開発開発
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Ｄ   Ｄ   Ｄ   Ｄ   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 １ １ １））））生物生物生物生物のののの多様性多様性多様性多様性のののの解明解明解明解明とととと保全保全保全保全・・・・利用技術利用技術利用技術利用技術のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等にににに基基基基づくづくづくづくイネイネイネイネ属等植物属等植物属等植物属等植物およびおよびおよびおよび植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物のののの多様性解析多様性解析多様性解析多様性解析

①①①①オルガネラオルガネラオルガネラオルガネラ遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等にににに基基基基づくづくづくづく植物植物植物植物のののの多様性多様性多様性多様性のののの解析解析解析解析((((ＤＤＤＤ111111111111））））

担当：遺伝資源研究グループ／新生物資源創出研究グループ

研究計画：葉緑体ゲノムにおけるマイクロサテライト領域を指標にし、倍数性イネ属系統の成り立ち等を解明する。祖先野
生イネと栽培イネの染色体の構造解析をさらに行い、種の遺伝的多様性と栽培化の解析を進める。オオムギ条性遺伝子単
離にむけた染色体歩行を継続すると共に、イネ−オオムギシンテニーを活用したマーカーの高密度化をおこなう。また、コ
ムギ赤かび病抵抗性QTLが座乗する2D染色体領域について、マーカーの充実を図るとともに、コムギゲノムの解析配列と
イネゲノム配列を比較し、ゲノム構造の種間差を明らかにする。

②②②②植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物ののののゲノムゲノムゲノムゲノム構造構造構造構造におけるにおけるにおけるにおける病原性関連遺伝子群病原性関連遺伝子群病原性関連遺伝子群病原性関連遺伝子群のののの解析解析解析解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１１２１１２１１２１１２））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：DNAマクロアレイ解析とイネ白葉枯病菌ゲノム情報データベース利用により、病原性関連遺伝子の発現制御に
関わる転写因子や２成分制御系遺伝子群の解明を進める。これらの解析により特定された遺伝子については、遺伝子破
壊により機能解析を行う。また、イネ白葉枯病菌ゲノム情報を公開するとともに、イネ病原微生物の遺伝的多様性評価に有
用な数理的解析手法の開発を行う。

③③③③遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等遺伝子情報等にににに基基基基づくづくづくづく植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物植物病原微生物のののの多様性解析多様性解析多様性解析多様性解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１１３１１３１１３１１３））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：糸状菌ではブラジル産のダイズSDS原因菌２種について新種設立の手続きを完了させる。ダイズSDS原因菌所
属の旧Martiella節における分類で有効性が明らかにされた、分子系統と対比した表現型質の解析法を、旧Discolor 節等
の菌種にも適用して本属菌の分類法の高度化を図る。Xanthomonas 属細菌については、rpoD等の遺伝子の塩基配列に
基づいた進化・系統解析を継続する。

（（（（２２２２））））野生植物等野生植物等野生植物等野生植物等のののの集団動態解析法集団動態解析法集団動態解析法集団動態解析法のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび動物遺伝資源動物遺伝資源動物遺伝資源動物遺伝資源のののの特性維持特性維持特性維持特性維持、、、、保全手法保全手法保全手法保全手法のののの効率化効率化効率化効率化

①①①①野生種野生種野生種野生種をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした集団動態解析手法集団動態解析手法集団動態解析手法集団動態解析手法のののの開発開発開発開発（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１２１１２１１２１１２１））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：新たに育成した国内のアズキ栽培種と野生種との雑種集団とフレームとなるマーカーを用いて、今回多型が得
られず連鎖地図に集積できなかった205種類のマーカ ーのゲノム分布を明らかにする。また、開発したSSRマーカーの近
縁種への利用可能範囲を検討する。一方、栽培アズキから野生種への遺伝子流動頻度に与える距離の影響を開発した
SSRマーカーを用いて調査する。

②②②②遺伝資源情報遺伝資源情報遺伝資源情報遺伝資源情報をををを利用利用利用利用したしたしたした特性評価法特性評価法特性評価法特性評価法とととと遺伝資源集団遺伝資源集団遺伝資源集団遺伝資源集団のののの多様性維持理論多様性維持理論多様性維持理論多様性維持理論のののの構築構築構築構築（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１２２１２２１２２１２２））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：測定値誤差を考慮したマイクロアレイデータの遺伝子発現量について解析手法を確立する。また、遺伝資源集
団における繁殖性の高い系統の作出法および遺伝的能力を高めるための交配方法を開発する。一方、繰り返し（長期）選
抜を行った場合のマーカー利用選抜の効率を明らかにする。

（（（（３３３３））））イネイネイネイネ栽培種等植物栽培種等植物栽培種等植物栽培種等植物のののの環境適応機能環境適応機能環境適応機能環境適応機能およびおよびおよびおよび重複遺伝子等重複遺伝子等重複遺伝子等重複遺伝子等のののの機能機能機能機能のののの多様性解析多様性解析多様性解析多様性解析

①①①①植物植物植物植物のののの限界環境適応機構限界環境適応機構限界環境適応機構限界環境適応機構にににに関関関関わるわるわるわる分子機能分子機能分子機能分子機能のののの多様性解析多様性解析多様性解析多様性解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１３２１３２１３２１３２））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：ブロムグラス細胞の耐凍性誘導過程やイネABA処理過程で発現する遺伝子をイネに導入し、これら育成した植
物体について、耐冷性等を評価する。単離された氷核活性物質の分子構造の解析を行う。また、オオムギを中心に、低
温・長日適応に関連する量的遺伝子の解析を進める。

((((４４４４））））物質生産性等微生物物質生産性等微生物物質生産性等微生物物質生産性等微生物のののの有用機能有用機能有用機能有用機能のののの多様性解析多様性解析多様性解析多様性解析

①①①①微生物微生物微生物微生物のののの生物間相互作用生物間相互作用生物間相互作用生物間相互作用にににに関関関関わるわるわるわる遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの解析解析解析解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１４１１４１１４１１４１））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネいもち病菌と宿主との相互作用解析を更に進展させるため、病原性遺伝子AvrPitとイネ抵抗性遺伝子Pb1
の染色体領域の限定化を進めるとともに、いもち病菌cDNAライブラリーからマクロアレイを作製し、感染にかかわる遺伝子
発現解析を行う。また、酵母キラータンパク質の標的特性及びバイオ燃料電池用脱水素酵素の特性を解明する。

①①①①ブタブタブタブタ等生殖細胞等生殖細胞等生殖細胞等生殖細胞からのからのからのからの胚作出系胚作出系胚作出系胚作出系のののの開発開発開発開発（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１５１１５１１５１１５１））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：ヌードマウスの腎皮膜下に移植することによって人為的に成熟させた卵母細胞の胚および個体への発生能の付
与を試みる。さらに、家畜の凍結乾燥精子から顕微授精によって得た初期胚の個体への発生能の付与も試みる。また、
ミュータントラットを用いて、染色体対合時の性染色体不活性化機構に ついて解析する。

（（（（５５５５））））家畜配偶子家畜配偶子家畜配偶子家畜配偶子とととと胚胚胚胚（（（（生殖質生殖質生殖質生殖質））））のののの保存保存保存保存のためののためののためののための増殖技術増殖技術増殖技術増殖技術のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび野生植物等野生植物等野生植物等野生植物等のののの生息域内保存生息域内保存生息域内保存生息域内保存のためののためののためののための調査研究調査研究調査研究調査研究
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②②②②野生種集団野生種集団野生種集団野生種集団におけるにおけるにおけるにおける多様性多様性多様性多様性のののの地理的分布地理的分布地理的分布地理的分布のののの解析解析解析解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１５２１５２１５２１５２））））

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネゲノム情報からCゲノム種へ利用可能な新たなイネゲノムマーカーを検索する。開発したSSRを用いてスリラ
ンカ産Cゲノム種の集団内遺伝変異を調査し、コア集団決定の情報を得る。アズキ亜属については、最も分布域の広い2種
V. radiata とV. trinervia のコア集団を決定するため多様性解析を行うとともに、新たに収集したミャンマーの未同定種の多
様性解析を行う。また、野生種の利用効率を高めるために、栽培種と野生種の交雑親和性の解析を行う。

 ２ ２ ２ ２））））実験用動植物実験用動植物実験用動植物実験用動植物のののの開発開発開発開発

（（（（１１１１））））ミュータントパネルミュータントパネルミュータントパネルミュータントパネルのののの作出作出作出作出

①①①①ミュータントパネルミュータントパネルミュータントパネルミュータントパネルのののの作出作出作出作出とととと表現型表現型表現型表現型データベースデータベースデータベースデータベースのののの構築構築構築構築（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ２１１２１１２１１２１１））））

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：引き続き表現型データの収集を行いデータベース化する。同時に、表現型大量解析に参加している研究室の
データについても引き続きデータベース化を行う。変異が観察された系統に関して、表現型とTos17の連鎖を調べて、タグ
されている系統の収集を行う。

（（（（２２２２））））マウスマウスマウスマウスにおけるにおけるにおけるにおける遺伝子改変技術遺伝子改変技術遺伝子改変技術遺伝子改変技術のののの開発開発開発開発とととと疾患疾患疾患疾患モデルマウスモデルマウスモデルマウスモデルマウスのののの作出作出作出作出

①①①①免疫不全免疫不全免疫不全免疫不全およびおよびおよびおよび炎症性疾患炎症性疾患炎症性疾患炎症性疾患モデルマウスモデルマウスモデルマウスモデルマウスのののの効率的作出技術効率的作出技術効率的作出技術効率的作出技術のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび解析解析解析解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ２２１２２１２２１２２１））））

担当：生体防御研究グループ

研究計画：新規人工細胞表面抗原分子をトランスジェニックマウスで発現させ、遺伝子改変動物作出技術の高度化を図
る。♂(♀DDD×♂DH-Dh/+) F1-Dh/+マウスに致死性成長障害をもたらす独立３遺伝子座(Dh, Grdhq1, Y染色体連鎖遺
伝子座)の原因遺伝子を同定する。Intrabody 発現トランスジェニックマウスを作出する。

（（（（３３３３））））形質転換形質転換形質転換形質転換ブタブタブタブタ作出技術作出技術作出技術作出技術のののの開発開発開発開発・・・・改良改良改良改良

①①①①形質転換形質転換形質転換形質転換ブタブタブタブタ作出作出作出作出のためののためののためののための個別技術個別技術個別技術個別技術のののの高度化高度化高度化高度化とととと技術体系技術体系技術体系技術体系のののの構築構築構築構築（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ２３１２３１２３１２３１））））

担当：生体防御研究グループ／発生分化研究グループ

研究計画：ブタ中枢神経幹細胞を用いた核移植実験を行い、これらの細胞の個体発生能力について調べる。引き続き体
外成熟卵子を用いた効率的な核移植方法の開発を行う。また、豚体外成熟の各時期の卵丘細胞における、cDNAライブラ
リを作製する。

３３３３））））組換組換組換組換ええええ動植物作出動植物作出動植物作出動植物作出のためののためののためののための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

（（（（１１１１））））新規新規新規新規なななな部位特異的部位特異的部位特異的部位特異的プロモータープロモータープロモータープロモーターやややや誘導性誘導性誘導性誘導性プロモータープロモータープロモータープロモーターのののの開発開発開発開発

①①①①新規新規新規新規ののののプロモータープロモータープロモータープロモーターおよびおよびおよびおよび発現発現発現発現ベクターベクターベクターベクターのののの開発開発開発開発（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３１１３１１３１１３１１））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：イネ組換え体を活用したイネ完全長cDNAの機能解析のために、イネ完全長cDNA断片のプールを高発現プロ
モーターの下流に接続し、アグロバクテリウムにクローン化する。イネcDNA過剰発現ライブラリー／アグロバクテリウムをイネ
に形質転換し、増殖、形態、生育等に異常を示すものを選抜し解析する。また、より広汎な用途に活用可能なプロモーター
カセットの整備を進めるために、他の環境因子やストレスに特異的に応答する遺伝子、あるいは組織特異的発現パターン
を付与可能な遺伝子の発現調節領域について、推定プロモーター配列をカセット化して、選抜マーカーやレポーター遺伝
子に接続して発現ベクターを構築し、植物への形質転換および特性を解析する。

（（（（２２２２））））高等植物高等植物高等植物高等植物におけるにおけるにおけるにおける相同組換相同組換相同組換相同組換ええええ技術開発技術開発技術開発技術開発のためののためののためののための要因解析要因解析要因解析要因解析

①①①①高等植物高等植物高等植物高等植物におけるにおけるにおけるにおける相同組換相同組換相同組換相同組換ええええ技術開発技術開発技術開発技術開発のためののためののためののための要因解析要因解析要因解析要因解析（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３２１３２１３２１３２１））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：Drosophila型のシステムによる遺伝子ターゲッティング研究を継続して行う。即ちFLPと18塩基認識制限酵素I-
SceIを一過的にカルスで発現させることにより、内生のALSをBS耐性型のALSに置換させる事を試みる。また、ΔOsALSRの
導入によって得られたBS耐性植物体の解析を継続して行う。HR頻度を向上させる研究と遺伝子ターゲッティング研究を融
合し、より効率的な遺伝子ターゲッティング系を構築する。

（（（（３３３３））））コムギコムギコムギコムギ等難培養性作物等難培養性作物等難培養性作物等難培養性作物におけるにおけるにおけるにおける形質転換技術形質転換技術形質転換技術形質転換技術のののの開発開発開発開発・・・・改良改良改良改良

①①①①コムギコムギコムギコムギおよびおよびおよびおよびダイズダイズダイズダイズのののの形質転換技術形質転換技術形質転換技術形質転換技術のののの開発開発開発開発およびおよびおよびおよび改良改良改良改良((((ＤＤＤＤ３３１３３１３３１３３１））））

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：最適条件下でダイズ高感染性アグロバクテリウム由来のSoy2株による形質転換系を開発する。湖南草型の高再
分化能関連遺伝子領域を狭め、遺伝子の単離を試み、得られた遺伝子の分化能との関係を解析する。
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②②②②直接遺伝子導入法直接遺伝子導入法直接遺伝子導入法直接遺伝子導入法のののの開発開発開発開発（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３３２３３２３３２３３２））））

担当：新生物資源創出研究グループ

イネ、コムギ種子へのエレクトロポレーションによる遺伝子直接導入効率を向上させるため、前処理条件、バッファ組成等を
検討する。アグロバクテリウム感染に最適な発芽種子のステージ、共存培養期間、選抜マーカー等、イネ発芽種子のin
planta 形質転換法の条件を検討する。アグロバクテリウム及びマイクロインジェクションを用いたイネ花器官へのin planta 形
質転換法の条件を検討する。

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：遺伝子導入効率の向上については、ベクター構造やトランスポゾンの種類についてさらに検討を加える。また、
導入遺伝子の発現制御については染色体の導入部位による影響について検討する。また、脳神経系特異的に働くGAL4
系統を利用して、行動障害遺伝子の探索とモデル実験系の開発を行う。

②②②②昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術のののの開発開発開発開発とととと培養細胞系培養細胞系培養細胞系培養細胞系によるによるによるによる昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系のののの確立確立確立確立（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３４２３４２３４２３４２））））

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：SV40-T全長cDNAがカイコ幼虫から摘出した血球細胞や数種昆虫の初代培養細胞の速やかな株化に有効か
引き続き検定する。分化誘導可能な胚幹性細胞系の作出を検討する。初代培養を継続中の培養細胞の株化を進め、特性
解明と利用技術開発を引き続き進める。抗菌ペプチドプロモーター活性化検定のための蚕形質転換培養細胞の作出を進
める。

（（（（５５５５））））社会的受容性社会的受容性社会的受容性社会的受容性のののの高高高高いいいい新規選抜技術新規選抜技術新規選抜技術新規選抜技術のののの開発開発開発開発

①①①①社会的受容性社会的受容性社会的受容性社会的受容性のののの高高高高いいいい新規選抜技術新規選抜技術新規選抜技術新規選抜技術のののの開発開発開発開発（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３５１３５１３５１３５１））））

担当：新生物資源創出研究グループ／生理機能研究グループ

研究計画：１回目の形質転換後再分化個体を得、1コピーのT-DNA挿入が正確に行われた系統を確立し、その個体から得
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う。新たなプロモーターを組み込んだベクターにより形質転換を
行って得られた形質転換体は次世代を育成し、次世代での部位特異的組換えの有無を確認する。

（（（（６６６６））））安全性評価手法安全性評価手法安全性評価手法安全性評価手法のののの開発開発開発開発

①①①①組換組換組換組換ええええ体体体体のののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする安全性評価手法安全性評価手法安全性評価手法安全性評価手法のののの高度化高度化高度化高度化（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３６１３６１３６１３６１））））

担当：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

研究計画：各種ストレスがナタネとカブ等の間の交雑性に与える影響を調べ、遺伝子移行と環境要因の関係を明らかにす
る。呼吸阻害剤などによるストレスと交雑性の変化を調べる。カイコ糞中の微量DNAの抽出及び検出方法を検討し、定量的
検出法を確立する。土壌に混和したカイコ死体由来DNAの抽出方法を検討する。さまざまなモデル遺伝子について、カイ
コ腸内グラム陰性菌への移行を評価する手法を検討する。カイコ成虫を野外に放飼しクワコと交配するかを調べる。また、
導入遺伝子特異配列を用いたプライマーの設計を行う。そして、カイコ・クワコ間の相同な塩基配列間の変異を特定し、カ
イコ、クワコそれぞれに由来するゲノム断片を識別する手法を確立する。RAPD法ではDNA濃度が異なると、増幅するDNA
断片の大きさが変動するため、糸状菌等でプライマーの設計を改良する。さらに識別可能な微生物系統間で混合比を変え
てDNA抽出とPCRを行い各系統が検出可能な混合比の限界を調査する。組換えカイコに感染させた各種微生物からの導
入遺伝子の検出に着手する。

Ｅ   Ｅ   Ｅ   Ｅ   生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源のののの収集収集収集収集、、、、評価評価評価評価、、、、保存保存保存保存・・・・増殖増殖増殖増殖、、、、配布配布配布配布、、、、情報管理情報管理情報管理情報管理

（（（（１１１１））））遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの探索探索探索探索・・・・特性評価特性評価特性評価特性評価・・・・素材化素材化素材化素材化

①①①①遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの探索探索探索探索・・・・収集収集収集収集とととと在来種在来種在来種在来種、、、、野生種野生種野生種野生種のののの遺伝特性遺伝特性遺伝特性遺伝特性のののの解析解析解析解析（Ｅ （Ｅ （Ｅ （Ｅ １１１１１１１１））））

担当：ジーンバンク

研究計画：引き続き国内外で探索収集を実施するが、調査対象の地域と遺伝資源の種類については発展途上国共同調
査事業との連携を図り重点化する。収集・受入点数は、植物約2,500点、微生物1,214株、動物24点を目標とする。ミャン
マーから導入したイネ遺伝資源200点等を隔離栽培し無毒化を図る。また、ＤＮＡ多型解析や形質調査により、エゴマやハ
トムギ集団の遺伝的多様性を明らかにし、希少遺伝資源の最適な多様性保全法の確立に有用な情報を得る。

①①①①トランスポゾントランスポゾントランスポゾントランスポゾンのののの改良等改良等改良等改良等にににに着目着目着目着目したしたしたした有用物質発現系構築有用物質発現系構築有用物質発現系構築有用物質発現系構築のためののためののためののための組換組換組換組換ええええ昆虫昆虫昆虫昆虫およびおよびおよびおよび組換組換組換組換ええええウイルスウイルスウイルスウイルス作出技術作出技術作出技術作出技術のののの開発開発開発開発
（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ３４１３４１３４１３４１））））

（（（（４４４４））））トランスポゾントランスポゾントランスポゾントランスポゾンのののの改良等改良等改良等改良等にににに着目着目着目着目したしたしたした組換組換組換組換ええええ体昆虫等体昆虫等体昆虫等体昆虫等のののの作出技術作出技術作出技術作出技術およびおよびおよびおよび昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術昆虫培養細胞系簡易作出技術のののの開発開発開発開発とととと培養細胞培養細胞培養細胞培養細胞
系系系系によるによるによるによる昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系昆虫免疫反応解析系のののの確立確立確立確立
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②②②②遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの特性評価特性評価特性評価特性評価・・・・素材化素材化素材化素材化ととととタンパクタンパクタンパクタンパク質質質質・・・・核酸情報核酸情報核酸情報核酸情報にににに基基基基づくづくづくづく特性評価法特性評価法特性評価法特性評価法のののの高度化高度化高度化高度化（Ｅ （Ｅ （Ｅ （Ｅ １２１２１２１２）　）　）　）　

担当：ジーンバンク／ゲノム研究グループ

研究計画：植物190,000点、微生物7,804点、動物1,100点の遺伝資源の特性調査を実施するとともに、課題公募により新
規特性の発掘、育種素材化および特性評価法の開発をめざす。また、アワ澱粉合成酵素遺伝子の分子進化の解明、植物
病原細菌の宿主特異性の分子機構の解明、家禽類の分子系統関係の解明等の基礎研究の充実を図り、タンパク質・核酸
情報に基づき特性評価法を高度化する。

（（（（２２２２））））遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの保存保存保存保存・・・・管理管理管理管理とととと特性情報特性情報特性情報特性情報のののの高度化高度化高度化高度化

①①①①遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの長期保存長期保存長期保存長期保存・・・・品質管理品質管理品質管理品質管理とととと増殖増殖増殖増殖・・・・保存技術保存技術保存技術保存技術のののの改善改善改善改善（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ　２１２１２１２１））））

担当：ジーンバンク

研究計画：サブバンク等の協力により、植物234,000点、微生物21,733株、動物909点を目標に長期保存を進めるとともに、
増殖等によりアクティブコレクションの拡充を図る。植物では桑冬芽の超低温保存を継続するとともに、二重保存体制が整
備されていないイグサ等の栄養繁殖性作物の超低温保存法の開発に新たに取り組む。微生物や動物では超低温保存法
の一部実用化をめざす。

②②②②遺伝資源遺伝資源遺伝資源遺伝資源のののの情報管理情報管理情報管理情報管理・・・・提供提供提供提供システムシステムシステムシステムのののの高度化高度化高度化高度化とととと遺伝資源情報遺伝資源情報遺伝資源情報遺伝資源情報のののの公開公開公開公開（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ　２２２２２２２２）　）　）　）　

担当：ジーンバンク／遺伝資源研究グループ／ゲノム研究グループ

研究計画：データベース統合に伴う移行作業を継続するとともに、次期システムの導入に合わせて新システムへの移行作
業を行う。DNAバンクに関連した最新データの収集とデータ解析ツールを整備する。引き続きイネゲノムリソースセンターの
体制の整備とリソースの充実、業務運営に必要な解析システムの開発に取り組む。
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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
（１）分析、鑑定

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度な専門的知識が必要とされ、他の機関では実施が困難な分析、鑑定を実施
する。

（２）講習、研修等の開催

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

② 他の独立行政法人、大学、国公立機関、民間等の研修生を積極的に受け入れ、人材育成、技術水準の向上、技術情報
の移転を図る。また、海外からの研修生を積極的に受け入れる。

③ 技術相談窓口を中心として外部からの相談に対応する。

（３）行政、国際機関、学会等への協力

① 我が国を代表するバイオテクノロジーに関わる研究機関として、行政、国際機関、学会等の委員会・会議等に職員を派遣
するとともに、政府の行う科学技術に関する国際協力・交流に協力する。また、行政等の要請に応じて、技術情報を適切に
提供する。

② 公立機関、民間等からの放射線照射依頼については積極的に対応する。

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
（１）成果の利活用の促進

① 農業生物資源研究推進戦略会議において決定した主要研究成果の内から、直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果を
選定する。また、14年度に選定した成果のフォローアップを実施する。

② 行政、生産者等が利用可能な各種のマニュアル、データベース等を作成するとともに、農林水産省研究ネットワーク等を活
用して、成果の普及、利活用の促進に努める。

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

④ ゲノムの塩基配列及び遺伝資源の特性に関する情報等の研究の基盤となる情報は、迅速にインターネットを通じて公開す
る。また、単離した有用遺伝子や新生物資源等の成果は知的財産権を確保しつつ、共同研究や研究成果移転促進事業
等により、他の独立行政法人や民間等に技術移転し、応用研究や実用化研究の推進を図る。

（２）成果の公表と広報

① 研究成果は国内外の学会、シンポジウム等で発表するとともに、348報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に公表する。

② 研究成果については、その内容をインターネットや「つくばリサーチギャラリー」や「展示室」の展示等を通じて公開に努める
とともに、重要な成果に関しては、適宜マスコミに情報を提供する。また、組換え体開発関連の研究及び情報発信を行う体
制を強化し、パブリックアクセプタンスの確保に努める。

③ 一般市民向けに研究所の成果を発表する講演会の開催を検討する。

（３）知的財産権等の取得と利活用の促進

① 知的財産権の取得に努め、40件以上の国内特許等の出願を行うとともに、外国へも積極的に特許等の出願を行う。

② 育種の研究成果が得られた場合は、積極的に品種登録を行う。

③ 補償金の充実等を研究職員へ周知させる等により、知的財産権取得のインセンティブを与える。

④ 取得した知的財産権に係る情報提供はインターネット等を通じて行うとともに、研究成果移転促進事業等を活用し、知的財
産権の利活用を促進する。
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Ⅲ

（単位：百万円）

金　　　　額

収入

運営費交付金 7,876

施設整備費補助金 508

施設整備資金貸付金償還時補助金 4,096

無利子借入金 0

受託収入 5,548

諸収入 8

計 18,036

支出

業務経費 3,027

施設整備費 508

受託経費 5,548

試験研究費 5,293

管理諸費 255

借入償還金 4,096

一般管理費 501

研究管理費 176

管理諸費 325

人件費 4,356

計 18,036

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

１６年度予算額については、適切な業務運営に努め、効率的に執行する。

平成１６年度　予算

区　　　　　分
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（単位：百万円）

金　　額

費用の部 13,733

経常費用 13,725

人件費 4,356

業務経費 2,725

受託経費 4,967

一般管理費 493

減価償却費 1,184

財務費用 8

臨時損失 0

収益の部 13,733

運営費交付金収益 7,574

諸収入 8

受託収入 5,548

資産見返負債交付金戻入 258

資産見返物品受贈額戻入 345

臨時利益 0

純利益 0

目的積立金取崩額 0

総利益 0

平成１６年度　収支計画

区　　　　　　　分
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（単位：百万円）

金　　額

資金支出 18,036

業務活動による支出 12,388

投資活動による支出 1,391

財務活動による支出 4,257

翌年度への繰越金 0

資金収入 18,036

業務活動による収入 13,432

運営費交付金による収入 7,876

受託収入 5,548

その他の収入 8

投資活動による収入 4,604

施設整備費補助金による収入 4,604

その他の収入 0

財務活動による収入 0

無利子借入金による収入 0

その他の収入 0

平成１６年度　資金計画

区　　　　　　　分
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ⅣⅣⅣⅣ　　　　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　　　　施設施設施設施設およびおよびおよびおよ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

21

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（（（（人員人員人員人員およびおよびおよびおよ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
重点研究領域への職員の重点配置等を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推進を行う。管理部門については、
引き続き事務処理の効率的運営に努める。

② 平成16年度の常勤職員数については427名とする。

（２）人材の確保
① 職員の新規採用については、選考採用及び国家公務員採用試験の活用により行う。研究職員については任期付任用の

拡大を図る。また、中期目標達成に必要な人材を確保するため、ポストドクター等の派遣制度を活用する。
② 広く人材を求めるため、研究を行う職については公募を実施する。
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