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第Ⅰ章 独立行政法人農業生物資源研究所の概要

１ 業務内容

(１)目的

生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の無

脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業上

の利用に関する技術の向上に寄与する。

(２)業務の範囲

①生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関

連する分析、鑑定及び講習を行う。

②昆虫その他の無脊椎動物(みつばちを除く)の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究、

調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

③蚕糸に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

④原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行う。

⑤農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行う。

２ 事務所の所在地

本部地区 〒305-8602 茨城県つくば市観音台2丁目1番地の2
(代表電話番号029-838-7406)

大わし地区 〒305-8634 茨城県つくば市大わし1番2
放射線育種場 〒319-2293 茨城県常陸大宮市上村田2425番
新蚕糸技術研究チーム 〒390-0812 長野県松本市県1丁目10番1号
生活資源開発研究チーム 〒394-0021 長野県岡谷市郷田1丁目4番8号
昆虫遺伝研究チーム 〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町6585番地

３ 資本金の状況

平成17年4月の資本金は40,319,066,059円となっている。

４ 役員の状況

理事長(1人、任期4年) 石毛 光雄

理事 (2人、任期2年) 佐々木 卓治

名取 俊二

監事 (2人、任期2年) 堀尾 義矩

元井 葭子(非常勤)
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５ 職員の状況

平成18年1月1日現在の常勤職員数は401名(うち研究職272名)となっている。

６ 根拠法

独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年12月22日法律第193号)

終改正：平成12年5月26日(法律第84号)

７ 主務大臣

農林水産大臣

８ 法人の沿革

独立行政法人農業生物資源研究所は農林水産省の農業生物資源研究所と蚕糸・昆虫農業

技術研究所、畜産試験場の一部、家畜衛生試験場の一部が統合し、平成13年4月1日に発足

した。

９ 法人の組織

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Ⅱ章 平成17年度の業務の実施状況

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価・点検の実施

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、平成18年1月23日から27日まで、

理事長、理事及び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」を開催し

て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、16年度設立の3研究セ

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

開発・情報センター)の研究の現状及び成果等について報告を受けた。

・3月10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17年度の重要

検討問題として「次期中期目標期間における研究戦略」について検討した。

・3月23日に「農業生物資源研究所評価助言会議」を開催した。

図１ 評価の体制図

課題評価検討会

自己点検の出発点として、小課題ごとに評価検討(ピア・レビュー)を行った。理事長、

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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理事、研究グループ長等全員(14名)を評価者として、17年度の達成状況をS, A, B, Cの4段階

で評価した。小課題105題の評価の内訳は、S：1(1%), A：92(88%), B：12(11%), C：0 (0%)

であった。17年度は第１期中期計画の終了年にあたるために、13年度からの5年間の評価も行

った結果、S：11(10%), A：84(80%), B：10(10%), C：0(0%)であった。内部評価においては、

研究の進捗状況や論文・特許等の業績に対して、問題点を指摘し、とりわけ評価結果「B」
の小課題については、研究グループ長が適切な指導と支援を行うことにより、研究の活性化

につながるようにした。

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9件を選定した(資料５「平成17

年度の主要な研究成果」)。

重要検討問題として「次期中期目標期間における研究戦略」を取り上げ、所内外からの参

加者による検討を行った。この検討の中で、県などとの連携を強化してほしい、農業生物資

源研究所が次期で進めていく組換えイネは農家が作りたがるものではなく植物工場向きのも

のではないか、遺伝子組換えカイコの大規模利用での安全性についての検討は十分か等の要

望や質問が出された。これらに対して、県などとの連携は重要と考えており積極的に進めて

いくこと、まず植物工場で組換えイネの有効性をアピールしていく方針であること、組換え

カイコの大規模利用については必要な段階になった時点で検討すると回答した。

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、17年度の業務実績に対して外部評価委員(表１)から評価、

助言を受けた。総合的な意見として、「中期計画の初期には、それぞれの研究課題が全体に

対してどのように位置付けられているか、個別の成果は全体の中でどのように評価すべきか

など多くの点で混沌を感じた。 終年度にあたる平成17年度で も印象的なことは、これら

の研究所全体の整合性が非常に良く整理され、それぞれの研究課題の成果も良くわかるよう

になった」、「目指すところの研究推進体制が可成り整えられ、実際に研究成果に反映してき

たと評価します。これまでの研究成果を踏まえ、さらに研究が着実に進展していると理解で

きます。特に注目したい点は、しっかりとした基礎研究に裏打ちされた研究が展開されてい

る点にあります」などであった。この評価結果は、ホームページで公開した。

これら評価結果の資源配分への反映は、研究グループ内の予算配分を研究グループ長の裁

量に委ねることにより、農林水産省独法評価委員会評価や内部評価の結果が研究資源の有効

配分に活かせるようにした。また、17年度業務実績報告書(案)、5年間の実績をとりまとめた

事業報告書(案)及び18年度計画(案)について議論し、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。
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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

業績評価マニュアルにしたがって、4月26日から6月16日までの期間に研究職員の16年度業

績評価を実施した。また、18年度からは新たな中期目標・中期計画のもとで事業が推進され

ることになるために、平成17年度の業績評価についても年度内に実施した。

16年度の研究実施職員の業績評価結果は、S(20%), A(28%), B(32%), C(20%)であった。ま

た、17年度については、S(22.3%), A(25.2%), B(33.1%), C(19.4%)であった。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16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、研究の遅れや成果が出ない等の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。なお、研究職員の業績評価結果及び評価の中で把握された研究

職員が抱える研究推進上の問題点等を踏まえ、適切な指導・支援等を行うことにより、研究

の活性化に活かすようにした。研究職員の育成という観点から研究活動の面で優れた点を評

価し、研究所の活性化を図ることとした。

平成16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し、

その評価結果を平成17年度勤勉手当の成績率に反映させた。また、上記の理由から、研究グ

ループ長等の平成17年度業績評価を年度内に行った。その結果は、18年度勤勉手当の成績率

に反映させることとした。

２ 研究資源の効率的利用

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。

植物・動物・昆虫のゲノム研究とその成果を活用した生命現象の解析、有用生物機能の解

明と利用技術の開発を図るため、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

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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金、人員、設備等)の配分戦略の確立を目指した取り組みを行ってきた。そのために16年度と

同様に研究者のエフォートを交付金、受託、科研費等に分けて評価単位(大課題)ごとにとり

まとめた(表10）。また、研究の重点化を目途として16年度に設置した3研究センター(QTLゲ
ノム育種研究センター、遺伝子組換え技術開発・情報センター、昆虫遺伝子機能解析研究セ

ンター)に対しては、引き続き研究費の重点支援を行った。

平成17年4月には「体制準備室」を設置し、平成15年5月に設置した「将来構想委員会」で

取りまとめた研究の重点化をはじめとする長期的研究戦略構想を受けて、平成18年度からの

次期中期計画を作成した。また、中期計画の検討と併せて、研究の重点化案に沿った研究業

務の重点化等に沿った組織・運営体制の整備を行った。

①研究資源の充実

中期目標達成の加速化や将来の研究シーズの培養のために、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、グループ長等によ

る応募書類の事前チェックと修正指導を徹底し、二次審査（ヒアリング）のある競争的資金

については予行演習と指導を行った。その結果、文部科学省科学技術研究費補助金について

は、84件の応募(15年度：36件、16年度：73件)に対し22件が採択(15年度：7件、16年度：19
件)され、採択率は26%(15年度:19%, 16年度:26%)であった。17年度の科学研究費補助金の獲

得研究資金額は134百万円で、16年度より増加した(15年度：23百万円, 16年度：97百万円)。17
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36件、総額は898百万

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17.1％であった(表２、図２)。

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 43 12

萌芽研究 8 3

若手研究 27 5

特定領域研究 6 2

科学技術振興調整費 重要問題解決型研究 2 1

我が国の国際リーダーシップの確保 2 1

科学技術連携施策群の効果的・効率的推 1 1

農林水産省 7 4

2 0

1 1

2 1

25 3

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 3 0

1 0

1 0

関東経済産業局 1 1

民間助成団体等 15 1

147 36

表２　平成17度競争的資金制度等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

バイオインフォマティクス推進事業研究開発

研究者情報発信活動メデル事業

合             　計

地域新生コンソーシアム研究開発事業
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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17年度研究資金の内訳(単位：百万円、総額5,239)

②研究資金の配分

16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、17年度は合計40百万円(15年度は28百万円, 16年度

は46百万円)を配分した。その内訳は、次期の重点化研究に沿った課題に29百万円(8件)、シ

ンポジウム等の支援として約1百万円(1件)、16年度に設置した3研究センター(QTLゲノム育

種研究センター、遺伝子組換え技術開発・情報センター、昆虫遺伝子機能解析研究センター)

の研究支援に10百万円であった。

16年度設置の3研究センターでは、研究の重点化や研究者の集中化などによって17年度には

以下のような成果をあげた。QTLゲノム育種研究センターについては、ゲノムシャッフリン

グ育種法開発のための材料養成を進め、遠縁交雑後代からの染色体置換イネの作成過程での

弱勢あるいは致死遺伝子の存在を確認した。昆虫遺伝子機能解析研究センターでは、カイコ

ゲノム・EST情報をもとに幼若ホルモン合成初期経路の全酵素遺伝子を明らかにするととも

に、各種神経ペプチド及びその多数の受容体遺伝子を明らかにした。遺伝子組換え技術開発

・情報センターでは、遺伝子組換えに関する情報センターとして遺伝子組換え作物隔離圃場

での植物栽培のPAを進めるとともに、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・提供を行った。

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124百万円(15年度は

111百万円、16年度は131百万円)を重点配分した。

③施設・機械の利用

実験室等の施設は研究所の 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ているが、施設をより公平かつ

競 争 的 資 金

8 9 8 (1 7 .1 % )

農 水 省 委 託 プ ロ

1 ,7 2 9 (3 3 .0 % )

そ の 他
1 7 1 (3 .3 % )

一 般 研 究 費

1 ,6 4 4 (3 1 .4 % )

運 営 交 付 金 特 別 研 究

3 93 (7 .5 % )

ジ ー ン バ ン ク 事 業 費

4 0 4 (7 .7 % )
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効率的に利用するために、施設利用の詳細な実態調査を行った後で、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を使用する場合には面積に応じて課金する制度)を導入し

た。徴収したスペース課金は、交付金研究費として研究者に還元した。課金を行うことによ

り、スペースの効率的利用に対する研究者の意識が高まった。

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

圃場委員会などを設置し、効果的かつ効率的な利用・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の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。

16年度に設置した所独自の遺伝子組換え作物隔離圃場において、情報公開を進めながら

花粉症緩和米等の試験栽培を行った。

３ 研究支援の効率化及び充実・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

特許関連経費をより有効に利用するために、特許申請、特に外国特許申請については職

務発明審査会での事前審査を引き続き強化するとともに、申請から7年を過ぎた国内特許の

維持については許諾実績の評価に基づいて行った。また、技術移転科には3名の研究職を配

置し、特許等の知的財産権の取得・移転に係る体制を整えているが、17年度にはさらに再

任用の研究員1名を配置して特許調査能力を強化した。

②研究情報の収集、提供

日本薬学図書館協議会コンソーシアムへの参加などにより、購読雑誌のオンライン化を一

層進めた。その結果、新たに約850誌、これまでのものと合計すると約1,200誌のマルチサイ

ト利用が可能となった。これにより、同じ予算規模で多数の論文誌を利用できるようになる

ことで予算の有効活用が図られ、また、農業生物資源研究所の複数のキャンパス間での利用

が可能となった。

農業生物資源研究所発行誌の電子ジャーナル化を引き続き進め、平成16年度研究成果情報、

農業生物資源研究所研究資料(第4, 5号)、Gamma Field Symposia (No.20～43)等、計29件(16年
度は9件)を電子化してホームページで公開した。

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ー

ジを通じて研究情報の発信に努めた(資料６「農業生物資源研究所が公開している主なホー

ムページ一覧」)。

農林水産省研究ネットワークを利用して、他の試験研究機関との試験研究等に関する情報

の交換を行うとともに、ネートワーク上の文献情報データベース等を利用して迅速に的確な

情報の収集を行っている。また、収集した情報の周知については、メールでの配信やホーム

ページへの掲載により、 新の研究情報が所内で広く利用されるように配慮している。
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③施設・機械等の保守管理の外部委託

特殊な施設・設備や研究用等の機器の的確で安定的な保守管理のため、次のような業務を、

その性能を維持するために必要な専門的な知識や技能を有する専門業者に外部委託を行った。

施設・設備保守管理業務：電気・機械設備運転保守管理、中央監視設備点検管理、実験廃

水処理施設運転保守管理、放射線設備保守管理等

研究用等機械・器具保守管理業務：ゲノム情報解析システム保守・運用管理、ジーンバン

クデータ処理用計算機システム運用管理、質量分析装置保守管理、Ｘ線解析装置保守管理等

庁舎清掃、保安警備、廃棄物回収処理等の庁舎管理に関わる業務については、競争入札の

実施や見積参加者のより広い公募により、競争性を取り入れた契約を行った。

契約に当たっては、委託内容を精査するなど、契約内容の見直しを行った。

表３ 外部委託に係る保守・修繕費の内訳 （金額：百万円）

科 目 科目内 研究業務費 受託研究 一般管理費 合 計

内 訳 業 務 費

保守・修繕費 277 415 337 1,029
機器保守費 150 370 19 539
修繕費 機器修理 23 9 1 33

施設修繕 21 34 16 71
施設維持費 83 2 301 386

４ 連携、協力の促進

(１) 他の独立行政法人との連携、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、17年度開始5件を含む11件の研究協力を行った。独立行政法人

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1名、計2
名、また、同研究機構の動物衛生研究所プリオン病研究センターに2名の研究員を併任として

派遣した。

農林水産省、他の独立行政法人等との間で、17年度は17名の転出(うち研究職4名)と18名の

転入(うち研究職4名)の人事異動を実施した。

ジーンバンク事業では、17年度には植物8件と微生物2件及び動物1件の国内探索調査を実施

し、植物227点、微生物90株及び動物(ニワトリ精液)3点の遺伝資源を収集した。また、関係

独立行政法人6機関参画の下、ジーンバンク事業連絡協議会を開催し、17年度事業実績の検討

と18年度計画の立案を行い、18年度計画は外部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。
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(２)産学官の連携、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

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

平成16年度で完了した国際コンソーシアム(国際イネゲノム塩基配列解析プロジェクト,

IRGSP)によるイネゲノム全塩基配列とそれに基づいた様々なイネゲノム構造の特徴などの解

析結果をまとめた論文は、ネーチャー誌2005年８月11日号に掲載された。

IRGSP参加国はさらに残された配列解読極困難部分の解析に挑戦し、一部の物理地図上の

ギャップを解消しその配列を解読するとともに、一部の染色体末端のテロメア配列の解読に

も成功した。これらの 新情報を加えたイネゲノム全塩基配列第4版(pseudomolecule ver.4)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

(http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/)から公開し、国内外の多くの研究者に正確な地図情報と塩基配

列を提供し、イネ遺伝子機能研究をはじめとする多様な研究分野の推進に供した。

IRGSPによるイネゲノム全塩基配列完成を受け、農業生物資源研究所は産業技術総合研究所

並びに国立遺伝学研究所と共同で国際イネアノテーション計画(Rice Annotation Project、RAP)
を組織し、国際協調下でイネの情報基盤整備を主導的に実行してきている。平成16年度につ

くばにて開催したアノテーション会議の成果を取りまとめ、国立遺伝学研究所と共同で

RAP-DB(http://rapdb.lab.nig.ac.jp/)を構築してイネ研究者共通の研究資源として公開するととも

に論文発表を行った。このデータベース作成に当たっては、事前に国際イネ遺伝子名の命名

規則委員会と綿密な打合わせを行い、世界中のイネ研究者の認知の下に公開をしている。ま

た、17年度は11月にフィリピンの国際イネ研究所(IRRI)と共同で第2回RAPマニラ会議を開催

し、研究共同体としてのRAPの一層の国際化を推進し、2月にはつくばで新規配列に対応した

アノテーション会議を主催した(図３)。この結果、イネゲノム全塩基配列第4版や20万件に及

ぶイネ新規完全長cDNAクローンの両端読み配列を含むアノテーションを完成させた。これ

らの情報はデータ整理が完了次第、順次RAP-DBから公表していく予定である。

これら以外のゲノム関連国際共同研究では国際農業研究協議グループ(CGIAR)のチャレン

ジプログラム「貧しい人々のための遺伝資源の多様性の解明」の参画研究機関となり、7種類

の指名委託研究課題を分担担当している。これらにはイネ変異体作出やマイクロアレイを利

用したイネ遺伝子発現解析とその結果のデータベース作成とともに、イネゲノム配列を利用

した比較ゲノム手法によるバナナ基本遺伝地図を作成する試みも含まれており、農業生物資

源研究所のイネゲノム研究の国際的評価とその利活用への期待が高まってきている。

また、5年間で100個以上のイネ遺伝子単離というイネ・ゲノム研究計画の目標に対して、

終年度である17年度を含めて105個の単離に成功した。
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図３ 海外との連携

左：つくばでのアノテーション会議 右：ミャンマーでの聞き取り調査

一方、農業生物資源研究所を中心とする日本の研究チームと、西南大学を中心とする中国

の研究チームは、独自にカイコゲノム塩基配列の解読に取り組み、全塩基配列の70～80％の

解読を終えている。双方のデータを統合すれば、補完しあって完全解読情報が得られること

から、協議の結果、日中で「カイコゲノム塩基配列の統合」に合意した。平成18年3月24日、

農業生物資源研究所において合意書の調印式が行われた。

平成19年中には統合データが発表され、日中両国をは

じめ、世界中のカイコや関連する昆虫の研究者に広く利

用され、新たなシルクロード開拓につながるものと期待

されている。

合意調印を行った農業生物資源研究所石毛光雄理事長(右)と

中国西南大学蚕桑学重点実験室常務副主任夏慶友教授(左)

②ジーンバンク事業における連携、協力

17年度は、他の独立行政法人等と連携して、ミャンマー(野生イネ、ウリ科・ナス科野菜)、

ロシア(ダッタンソバ)、ベトナム(ヤマノイモ)及び台湾とマレイシア(チャいもち病菌)での

探索収集調査を実施した(図３)。パプアニューギニアにおける作物近縁野生種、韓国におけ

るエゴマ在来遺伝資源、中国新彊ウイグル自治区における果樹類遺伝資源の多様性解析と保

全のための海外共同調査事業を進めた。また、18年度から、ジーンバンクで作出した世界イ

ネ・コアコレクションを用いた形質解析事業に着手するため、エジプト農業研究センターと

の間で「イネ・コアコレクションを利用した環境ストレス耐性等の形質解析」を実施する取

り決めを締結した。

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、「昆虫幼若ホルモンの分子作用機序の

解明」、「オオムギ属関連遺伝資源の評価、保存と利用」、「乾燥ストレスに対する植物と

昆虫の共通の応答機構に関する研究」、「動物ゲノム解析」など、17か国との間で38課題

の共同研究を行った(表４)。

また、農業生物資源研究所では，17年度に米国コーネル大学農業生命科学部及びミネソタ

州立大学との間で研究交流・協力を促進するための共同研究覚書(MOU)を交わした(図４)。

これら協定の締結により，研究者の交流，共同研究の実施などを通じて，農業生物資源研究

所が推進する農業生産性の飛躍的向上，農産物の新たな需要の創出並びに新産業の創出に関
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する研究の進展が期待される。

図４ コーネル大学との協定調印式

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、SABRAO(アジア大洋州

育種学会)第10回国際会議、NIAS/COE国際シンポジウム、家畜ゲノム国際ワークショップな

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ロジ

ェクト等においてとりまとめを行った(資料１「農業生物資源研究所がリーダーとして推進し

ているプロジェクト研究概要」)。17年度に大学等に委託した課題は212件であり、そこから

原著論文340、特許申請31件、新品種3件の研究成果が得られた。

また、ミレニアム植物科学研究プロジェクト研究成果報告会、昆虫テクノロジー研究成果

発表会等を開催し、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」（テーマ：「多様な利用を目指したシルク素材の開発」及び「昆虫と他生物との相互

作用をめぐる研究方向」、参加者数：87名）、「植物バイテク研究会」（テーマ：「未来に繋が

るバイテク研究」及び「GMOを取り巻く国内外の情勢、報告と今後の対応」、参加者数：89
名）、「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。

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 2 ドイツ 2

中国 4 スウェーデン 2 ポーランド 2
韓国 5 ロシア 1 ハンガリー 1
フランス 4 オーストラリア 1 ブルガリア 1
カナダ 2 インド 3 合計（17か国） 43
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17年度中に実施した共同研究の件数は88件であり、相手先は大学36、独立行政法人・社団

法人23、公立試験研究機関12、民間企業32、国立研究機関2、外国4の延べ109件であった。

民間、公立試験研究機関及び大学等から講習生104名を受け入れた。また、筑波大学大学院

に教授として5名、東京大学大学院、筑波大学、東京農工大学等に非常勤講師として延べ22名
の研究員を派遣した。

５ 管理事務業務の効率化

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。

管理事務業務の効率化を図るため、各種規定や事務処理方法の見直し等を継続して行っ

ているが、平成17年度に行った主な取り組みは、次のとおりである。

全所員が利用できる情報共有システム(グループウェア)を導入し、電子メールや電子掲示

板、文書共有、スケジュール共有等を単一システムに統合化することにより、ペーパーレス

化の促進及び情報伝達の迅速化を図った。ペーパーレス化の効果はコピー用紙の削減に現れ

るが、本グループウェアを導入しなかった場合と比較して具体的な数値で表現することは困

難である。全職員に迅速に情報を周知するためには、１ドキュメント当たり全職員分のコピ

ー数が必要となり、掛けるドキュメント数分の節約になっていると考えられる。一方、コピ

ー部数を削減するために回覧とした場合は、１回覧でカバーする人数分だけ回覧時間を要す

ることになり、グループウェアで一斉に情報伝達することによりその時間が節約できる。こ

れにより、さまざまな場面での効率化・高度化が図られた。

会計システムを全面的に更新した。新システムでは端末機での専用ソフトが不要となり、

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)

・SABRAO(アジア大洋州育種学会)第10回国際会議 390名 H17.8.22～8.23
・NIAS/COE国際シンポジウム 97名 H17.10.4～10.5

NIAS-COE International Symposium
「昆虫機能利用研究の現状」

・家畜ゲノム国際ワークショップ 100名 H17.11.9
「抗病性解析と家畜育種・選抜をめざして(MHC及び

MHC様遺伝子を中心に疾病・抗病性との関連を探る)」
・第２回イネアノテーション会議 18名 H18.2.1～2.3

（その他）

・平成1７年度遺伝資源研究会 64名 H18.2.2
－遺伝資源とゲノムリソースを利用した病害抵抗性機構

の解明と技術開発戦略－

・第44回ガンマーフィールドシンポジウム 120名 H17.7.13～7.14
・昆虫・テクノロジー成果発表会 135名 H17.9.18
・植物科学研究プロジェクトシンポジウム 224名 H17.12.2
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原課側での操作が簡便となった。また、セキュリティが向上するとともに、先行システムで

発生した機能的な問題が抜本的に改良されて稼働の安定性が向上し、会計事務がより効率的

に執行できることとなった。新システムの構築に当たっては、次期の新組織体制にも対応で

きる構成とし、組織変更に伴う会計事務の移行が円滑に行えるようにした。会計システムの

更新に伴い、旅費計算システムを、会計システムとの互換性を保つよう更新するとともに、

賃金計算システムを、会計システムへのデータ移行が可能となるよう、更新した。

人事管理システムの導入により、職員の採用から退職までの人事データをトータルに管理

できるようにし、人事管理業務の効率化を図った。

工事の監督・検査方法について、十分でなかった状況が認められたため、専門知識を有す

る者の雇用及びコンサルタントへの外部委託などにより、工事請負者への監督・指導体制を

強化した。

研究用機器の購入契約に当たり、一般競争契約に限らず、少額の随意契約案件についても

調達情報をホームページで公表し、見積り参加者を広く公募することにより公正性、透明性

をより一層高めるとともに、競争性の拡大を図った。

平成16年度に大わし地区に生体防御機構解析実験棟を整備したのに伴い、17年度において、

動物衛生研究所敷地内に所在する研究チーム等を大わし地区へ移転した。これにより、つく

ば地区のキャンパスの分散が５地区から４地区へと減少し、管理事務が一部効率化された。

毎年多額となる光熱水料と施設維持管理経費を中心に管理経費の抜本的な節減を図るため、

「施設の効率的利用計画」及び「省エネルギー(電気)中長期計画」を策定し、これを両輪と

して、年次計画による節減対策を実施した。「施設の効率的利用計画」では、現状調査に基

づき施設の効率的利用と集約化の観点から使用スペースの配分見直しを行った。また、スペ

ース課金制度を導入し、基準を超える面積の使用については課金を徴し、施設管理のための

設備の改修費用に充当した。「省エネルギー(電気)中長期計画」では、電気系統の計測器や

制御機器を整備し、中央監視盤からのスケジュール管理と室の使用状況に応じた空調運転方

式の見直しを行うとともに、照明を始めとする電気器具の省電力型への切り換え、空調熱源

のガスヒートポンプ方式の採用等の対策により、3カ年で電気使用量を3％削減を目標に低減

させることとした。電力契約に当たっては、16年度の運転調整による 大使用量の低減で可

能となった契約種別の見直しや複数年契約の導入などによって、電力需給契約量及び契約料

金を引き下げることができた。

６ 職員の資質向上

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

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

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2名を派遣した。また、経済協力開発機構(OECD)研究者海外派遣制度を活用し、中期在外

研究のために2名を派遣した(表６)。
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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、17年度は2名が新たに博士号を取得した。5年間(13年度：2名、14年
度：4名、15年度：7名、16年度：6名、17年度：2名）で、計21名が博士号を取得した。なお、

博士号の取得率は、13年度：52%、14年度：58%、15年度：71%、16年度：80%、17年度：80%
だった。

農業生物資源研究所職員が、平成17年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(研究

部門)及び功労賞(2名)を授与された(表７-1)。また、日本植物学会特別賞、日本農学進歩賞、

蚕糸功労賞(3件)、蚕糸有功賞、日本遺伝学会論文賞、日本育種学会論文賞、日本蚕糸学賞、

日本蚕糸学会進歩賞(2件)、日本熱帯農業学会賞学術賞、日本農芸化学会B.B.B論文賞を受賞

した。

農業生物資源研究所独自の表彰制度である顕著な研究業績を挙げた若手研究者を表彰する

「NIAS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彰する「NIAS
創意工夫賞」の17年度の表彰を行った(表７-2)。「NIAS研究奨励賞」は、1件(1名)の若手研

究者に、また、「NIAS創意工夫賞」は2件(計3名)の職員に与えられた。

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

オランダ OECD及び生物研在外研究制度 H16.4.26～H17.4.26

カナダ OECD H17.7.18～H17.9.10

アメリカ OECD H17.9.15～H17.12.10

                   表7-1　文部科学大臣表彰受賞者一覧
受 賞 者

１３年度 研究功績者表彰
ユニークな糖鎖認識特性を示す植物レクチ
ンに関する研究

渋谷　直人

第６０回注目発明 吸水・保水性材料及びその製造法 玉田　　靖

第６０回注目発明（グループ受賞） 髙林　千幸

第６０回注目発明（グループ受賞） 中島　健一

第６０回注目発明（グループ受賞） 田村　泰盛

１４年度 研究功績者表彰
植物の量的形質に関する遺伝的制御機構
解析手法の研究

矢野　昌裕

１５年度 該当者なし

１６年度 該当者なし

１７年度 科学技術賞　研究部門
健康機能性作物開発のための種子での有
用物質蓄積機構の研究

髙岩　文雄

創意工夫功労者賞（グループ受賞） 熊井　敏夫

創意工夫功労者賞（グループ受賞） 和泉　清二

平面吐糸法によるセリシン蚕繭糸の生産法
の考案

年度 表　　　彰　　　名 功　　　績　　　名

繭糸による立体形状構造物の製造方法並
びに装置
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③研修・講習への参加

研究員の英語研修や科学ジャーナリスト塾への参加、庶務課職員の服務・勤務時間及び会

計課職員の企業会計基礎研修への参加など、業務上必要な各種研修及び講習会に一般職員38
名、技術専門職員3名、研究職員12名を参加させた。

職員について業務上必要な資格取得を促進するため、講習の機会の設定及び経費の補助を

行い、17年度は5名の職員を各種講習会に参加させた。その結果、甲種防火管理者、ボイラー

取扱技能、司書補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）

甲種防火管理者 1
ボイラー取扱技能 3
司書補 1

合 計 5

表７-2 平成17年度NIAS賞受賞テーマ及び受賞者

NIAS研究奨励賞

・ブタの経済形質QTL、特に椎骨数に関与する候補遺伝子の特定に関する研究

：ゲノム研究グループ 美川 智

NIAS創意工夫賞

・発泡ポリエチレンブロックを用いた代替蛾輪の考案

：業務第１科 小林 始・三澤利彦

・ガンマーフィールドにおけるナシ等果樹の放射線照射に適した選定・整枝方法の

開発 ：業務第３科 飯村英善
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めにとるべき措置

１ 試験及び研究並びに調査

17年度における研究成果の発表は、論文等299(原著論文238、総説・単行本61)であり(表18、

資料３「研究業績一覧(原著論文・総説・単行本)」)、全研究者一人当たりの年間論文掲載数

は1.24報であった。

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

【要 約】

・イネ完全長cDNAデータについてBLAST等を用いて、動植物の既存の膜輸送遺伝子との

相同遺伝子を検索し構造比較することにより遺伝子の同定を行うと共に、得られた遺伝子

群の特徴から各生物における膜輸送の調節機構の特異性について考察した〔(２)①〕

・カイコゲノム研究ではSNP解析により1100個のBACマーカーを28本染色体にマップし、

フィンガープリント法によりゲノムの80%をカバーするBACコンティグを作成した。1100
個以上のcDNAを染色体にマップした。ESTデータベースは135,000 ESTを収集し、全遺伝子

の85%以上をカバーした。これを基に80%の遺伝子が乗った高品質オリゴアレイを作成し

遺伝子解析に利用している。ゲノムシーケンス、EST情報、地図情報を合わせたKAIKObase
を作成し機能解析に利用可能な体制を整備した〔(３)②〕。

・ブタ完全長cDNAライブラリーに基づくESTを、さらに35,000追加し138,000配列を公開し

た。さらにcDNA完全長解読のために新たに14,988個のcDNAクローンを選抜し、その内12,131
個についての３'末端からの解読、3,374個のcDNA全長の解読を完了した。EST情報から2,000
個以上のcSNPを、さらにcDNAの３'非翻訳領域とその周辺に400個以上、イントロン領域中

に500個以上のSNPを検出した〔(３)①〕。

【研究資源】研究員数：10.25人、非常勤研究員数：9.5人、研究資金：343.95百万円

【論文・特許等】原著論文：22(IF値[2004年インパクトファクター値]：合計81.1、平均3.7)、
総説等：6、特許等：0

(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)

17年度は16年度終了した全塩基配列の根拠となるPAC/BAC/fosmid クローンを、物理地図を

指標にして再構成し、minimal tiling pathとして整理し、IRGSPのホームページから公開すると

ともに保管した。IRGSPに対するクローンのリクエスト(NIAS DNABankを通じて)に対応して

いる。テロメアについては昨年フォスミドクローンを位置づけた７カ所についてFiber FISHに

よるテロメアサイズの測定を行った。またフォスミドの配列解読によって染色体特異的なテ

ロメアリピートの変異が発見された。またさらに７カ所のテロメア付近の構造が明らかにな

った。一方栽培イネの比較ゲノム解析のために、indica品種「Kasalath」のBACクローンを「日
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本晴」第１染色体配列を用いて迅速に整列化し、339個のBACからなる「Kasalath」第１染色

体物理地図を構築した。FISHによるギャップ測定を考慮すると、「Kasalath」第１染色体の物

理長は44.9Mbと推定される。

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)

16年度解読が完了した「日本晴」全塩基配列について物理地図に沿ってクローンを整列化

し、重なりを排して擬染色体配列(pseudomolecule)を作成した。この配列は370，733，456塩
基からなり、イネゲノムの95％を占めていた。この配列を用いて遺伝子予測を行い、37,544
個の遺伝子を見いだした。イネ比較ゲノム研究の指標として、レトロポゾンであるSINE配列

をイネゲノム上に700個見いだし、380個をマーカー化した。「Kasalath」第１染色体のBAC339
個の高精度ドラフト解析により、栽培イネ間においても多くの遺伝子が変異している可能性

が示された。

(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cDNAクローンプロジェクトから約３万

個のcDNA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

のESTクローン情報等を統合したcDNAデータベースを構築する。

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)

集積しているcDNA情報の充実とアノーテーションの正確性を高める目的で、遺伝子の構

造情報等からクローンの同定と情報の集積を行っている。その為に遺伝子データをカテゴリ

ー別に纏めた再確認整理に着手した。その第一のカテゴリーとして遺伝子構造特徴が明確で

あり、発現量、様式及び時期等より完全長cDNAデータに収録されている割合が高いと推測

される膜輸送タンパク遺伝子について同定及び整理解析を行った。イネ完全長cDNAデータ

についてBLAST等を用いて、動植物の既存の膜輸送遺伝子との相同遺伝子を検索し構造比較

することにより遺伝子の同定を行うと共に、得られた遺伝子群の特徴から各生物における膜

輸送の調節機構の特異性を明らかにした。

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cDNAデータ数を更に充実すべく、理研が保持するシークエンスが未決定である約

9,000のクローンの情報解析を行い追加解析候補を選定した。端読みシークエンス情報より、

TIGRのアノーテーションで有用なもの(約1,800)を抽出し、マイクロアレイ解析から判明した

ステージ及び器官特異的な発現を示すもの(約1,200)と合わせた約3,000のクローンを第一弾の

追加解析クローンとしてリストアップした。これらの情報に基づいて理研のクローンを収得、

再ピックアップした後、約3,000の選定クローンを端読み解析し完全解読が進行中である。現

在全長が短いクローン約100について完全長データを追加し、更に以後の連続シークエンス解

析によってより長いcDNA情報が蓄積中である。完全長cDNAプロジェクトで得られた38万ク

ローンの配列情報に加え、ゲノムから予想された予想遺伝子情報を基に、約82,000個の新し

いプローブを作成した。それらのプローブを基にアレーを作成し、プローブの評価試験を行

った。また、この評価試験の結果より、イネ遺伝子についての新しい知見を得ることが出来

た。現在はその結果を基に、次期アレーの作成のためのプローブの選択を行っており、来年
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の早い時期での公開を目標にしている。

(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1,000マーカ

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BACクローンを

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95％以上をカバーする

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

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)

ブタ完全長cDNAライブラリーに基づく5'末端ESTを、さらに35,000追加し138,000配列を公

開した。さらにcDNA完全長解読のために16年度選出した5,546個に加えて、14,988個のcDNA
クローンを選抜した。新たに12,131個について3'末端解読を行った。これらのcDNAクローン

の内、3,374個については完全長解読を完了した。ESTの情報からcSNPを2,000個以上、さらに

cDNAの3'非翻訳領域及びその周辺に400個以上、イントロン領域中に500個以上のSNPの検出

を行った。

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)

WGSによる高精度のカイコドラフトシーケンスを得るため、fosmidエンドシーケンス25万
リードを決めた。BACエンドシーケンスを用いたSNP解析により、1,100個のBACマーカー(分

子マーカー)を28本染色体にマップした。フィンガープリント法によりカイコゲノムの80%を

カバーするBACコンティグ(物理地図)を作成した。1,100個以上のcDNAを染色体にマップで

きた。カイコESTデータベースは現在135,000ESTを収集し、カイコ全遺伝子の85%以上をカバ

ーしている。これを基に80%のカイコ遺伝子が乗ったより高品質のオリゴアレイを作成し、

機能解析研究に利用されている。ゲノムシーケンス、EST情報、地図情報を合わせたKAIKObase
を作成し、機能解析研究に利用できる体制を整備した。

(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)

トランスポゾンを除くことによって遺伝子予測の精度を上げるため、イネゲノム上のアノ

テーションを利用していくつかの方法を比較検討した。マルコフ連鎖、SVM、LQV(SOMの

発展型)を比べたところ、後者２つの成績がよかった。そこでSVMとLQVを組み合わせるこ

とにより、トランスポゾンの81%を正しく除外し、非トランスポゾンの94%を正しく残すこ

とができた。PCクラスターにおいてSun Grid EngineやTorqueをジョブ管理システムとして採

用し、BLAST、BLAT、GeneMark、ClustalW等の基本プログラムを動作させた。また、これら

を組み合わせたゲノムとcDNAの対応付けシステム等も動作している。
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(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)

イネの遺伝子クラスタを解析するツールを開発した。本システムはイネの遺伝子リストを

入力すると、GO(Gene Ontology)用語を検索し、入力された遺伝子クラスタにGO用語、即ち

機能を割り当てる。このとき割り当てる用語の有意確率を計算し、有意と判断された用語の

み表示するようにしている。結果は表形式で出力され、GOブラウザ及びイネアノテーション

データベースへリンクが張られる。本システムを用いてすでに報告されているイネcDNAマ

イクロアレイを用いたアブシジン酸及びジベレリン応答遺伝子の発現解析に使われたデータ

を自動解析したところ、人手で行った解析結果をある程度再現できることがわかった。

２)ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

【要 約】

・OsPti1a遺伝子が耐病性を負に制御することを証明するとともに、下流の因子として

OsRAR1を同定した。いもち病抵抗遺伝子Pishを単離するとともに、その下流の遺伝子の変

異体を多数同定した。植物に固有のCMT3クラスDNAメチラーゼは、各種トランスポゾン

の転写抑制に重要な機能を有すること、また、トランスポゾンのメチル化を介して、ホス

トの遺伝子発現制御にも重要な役割を果たしていることを明らかにした〔(２)①〕。

・TMV RNAの複製複合体の可溶化に成功し、ウイルスの複製タンパク質が TOM1 及び

TOM2A を含むいくつかの宿主タンパク質と共精製されることを明らかにした〔(５)①〕。

・機能変化を伴う変異を確認したブタ第１染色体上の椎骨数QTL候補遺伝子が、胚発生の

体節形成期に体節内で発現していることを明らかにした。また第７染色体上の椎骨数QTL
領域を約100kbの範囲にまで絞り込んだ。さらに、ブタTLR遺伝子群の新規クローニングと

多型検索から、特にTLR1において病原体由来分子の認識に関わるLeucine-rich repeat領域内

にアミノ酸置換を伴う多型が集中していることを明らかにした〔(３)①〕。

・カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離では染色体歩行とBF1の連鎖解析を行い合計4.9Mbを歩

行した。Nid-1は400kbに、nsd-2は500kb内に領域を絞り込み、nsd-2についてBF1作成に用い

た抵抗性親品種とウイルス選抜BF1で約6kbに及ぶ欠損領域が見つかり、この領域でカイコ

DNV-2抵抗性遺伝子nsd-2を単離した〔(３)②〕。

【研究資源】研究員数：27.05人、非常勤研究員数：20.4人、研究資金：461.84百万円

【論文・特許等】原著論文：25(IF値：合計50.6、平均2.0)、総説等：5、特許等：12

(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)

極晩生突然変異に関与する遺伝子Ehd2及びEhd3の候補ゲノム領域を限定し、Ehd2遺伝子の
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候補を特定した。「日本晴」と「コシヒカリ」の出穂期の違いを決定しているQTLを第３及び

第６染色体上にマッピングした。Hd1遺伝子の出穂抑制作用にはHd5及びLhd4の存在が必要で

あることが明らかとなった。相補性検定により脱粒性遺伝子qSH1の構造を決定した。穂発芽

関連遺伝子Sdr4の候補ゲノム領域を8.7kbに絞り込み、形質転換による相補性検定により候補

遺伝子を特定した。耐冷性遺伝子qCT7については、候補ゲノム領域を約40kbに限定した。委

託プロジェクトにおけるマップベースクローニングの支援を行った。

(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)

STAFF研究所と共同で遺伝子破壊系統の破壊部位隣接塩基配列の大量解析を進め、これま

でに、14,000系統より鋳型となるゲノムDNAを精製し、順次塩基配列の解析を行っている。

共同研究でのゲノムDNAの精製及び塩基配列の大量解析を進めるため、サンプル及びデータ

管理専用データベースシステムを構築した。遺伝子単離、機能解析については、OsPti1a遺伝

子が耐病性を負に制御することを証明するとともに、下流の因子としてOsRAR1を同定した。

いもち病抵抗遺伝子Pishを単離するとともに、その下流の遺伝子の変異体を多数同定した。

植物に固有のCMT3クラスDNAメチラーゼは、各種トランスポゾンの転写抑制に重要な機能

を有すること、また、トランスポゾンのメチル化を介して、ホストの遺伝子発現制御にも重

要な役割を果たしていることを明らかにした。

(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

DNV抵抗性系統の品種を用いて、DNV抵抗性遺伝子等を単離する。

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１染色体上の椎骨数QTLについては、QTLに対応た機能変化を伴う変異を確認した候補

遺伝子が、胚発生の体節形成期に体節内で発現していることを免疫染色により明らかにした。

また第7染色体上の椎骨数QTL領域に対応するヒトゲノム(9Mb)上の遺伝子情報よりDNAマー

カーを開発し、それらのハプロタイプと徳島県ラージホワイト種豚の椎骨数QTLとの関連性

を解析し、候補領域を約100kbの範囲にまで絞り込んだ。さらに、病原体由来分子の認識に関

わるブタTLR遺伝子3つを新規にクローニングし、それらを含む5つで多型検索を行い、特に

TLR1においてアミノ酸置換を伴う多型が分子認識に関わるLeucine-rich repeat領域内に集中し

ていることを明らかにした。

②カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離(ゲノム研究グループ)

引き続き染色体歩行とBF1の連鎖解析を行い、合計4.9Mbを歩行した。Nid-1は400kbに、nsd-2
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は500kb内にそれぞれの領域を絞り込んだ。nsd-2について絞り込んだ領域内を詳しく調べた

結果、BF1作成に用いた抵抗性親品種とウイルス選抜BF1で約6kbに及ぶ欠損領域が見つかっ

た。この違いは、親品種のみでなく他の8品種／系統にも共通していた。この領域で遺伝子の

発現が予測され、抵抗性と感受性の中腸RNAからこの遺伝子を単離した。14エクソンから成

る2,065塩基のうち、抵抗性では第5-13エクソンからの1120塩基を欠いていた。中腸のみに存

在する本遺伝子がnsd-2であると強く示唆された。

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

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)

マイクロアレイデータの性質に適合したクラスター分析とデータマイニングの方法論につ

いて検討した。現時点で有望と考えている手法の一つはアソシエーションルール分析と呼ば

れる手法で、様々な方法で定義した遺伝子群の間の相関性を定量的に評価できる。現在、こ

の手法でTranscription Unitごとの上流配列1,000bpにおける塩基配列エレメントの分布と発現デ

ータとの関連性を見出せないか検討中である。約90種類の組織特異的イネプロモーターをgus
につないでイネに導入・解析し、種々の組織特異的あるいは構成的発現パターンを付与する

約20種類のプロモーターを得た。誘導的発現が期待される約30種類のイネプロモーターにつ

いても同様の解析を行い、植物ホルモンや窒素源依存的に発現が誘導／抑制されるプロモー

ターを得た。通算7,000個体以上のFOXイネ系統を作出し、うち約3,200系統で導入cDNAを同

定した。ZIMモチーフを有する転写制御因子の過剰発現により生育・花成促進や多収性をも

たらす系統を得た。培養温度の検討、界面活性剤の使用により、イネ形質転換系を改良でき

ることがわかった。

(５)タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

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)

CaM 結合タンパク質MAP kinase phosphatase (NtMKP1)が、MAPキナーゼの一つである SIPK
の活性化を抑制すること、別のMAPキナーゼであるNtMPK4がジャスモン酸の下流で植物の

病傷害及びオゾンストレス応答に関与すること、BTH誘導性転写因子 OsWRKY45がBTHによ

るいもち病抵抗性誘導及びPR遺伝子の発現誘導に必須の役割を果たすことを明らかにした。

また、TMV RNAの複製複合体の可溶化に成功し、ウイルスの複製タンパク質がTOM1及び

TOM2Aを含むいくつかの宿主タンパク質と共精製され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)

アラビドプシスのブラシノステロイド(BR)シグナル伝達に重要な役割を果たしている転写

因子Atbil1をイネに導入した結果、イネでもBRシグナル伝達に関与していることが示された
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(理研との共同研究)。 アクチベーションタギングにより得られたイネ短粒変異体(Sg1)にお

いて導入エンハンサー下流に存在する、原因遺伝子と予想された完全長cDNAを過剰発現す

るイネを得た。現在ホルモンフリー培地中にあり、本年度中には原因遺伝子かどうか明らか

になる予定である。イネ三染色体変異体のアレイ結果は、Real-time PCRの結果と良く一致し

ていた。HDACI処理イネカルスの発現解析結果を、Rice Expression Databaseを用いクラスター

分析したところ、HC toxinとButyrate処理は同一の、TSA処理は別のクラスターに属した。

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)

55のミトコンドリア遺伝子をスポットしたマクロアレイ解析では、高温あるいは低温に置

かれた蕾間での発現の差異は認められなかった。したがって、温度条件によって稔性が変化

する原因は、核遺伝子の発現が温度により制御されていることによるものと考えられた。こ

れまでにまったく報告がない、新規なミトコンドリア局在性invertaseを見出した。ミトコンド

リアに存在するプラスミドの父性遺伝現象解明のため、約60の品種を用いた系統解析と種間

交雑後代等を用いた遺伝解析を行った。プラスミドは種間・種内交雑に関わらず、約66％の

父性伝達率を示した。系統解析の結果から、プラスミドの父性遺伝性は受精時の次世代への

伝達とその後のプラスミドの維持の二つの因子により成り立っていると考えられた。

(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、DNAメチル化に影響を及ぼす諸要因、メチル化

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)

シロイヌナズナのMOM1によって制御される内在性遺伝子領域の特徴を明らかにした。２

種のイネMOM1のdouble knockout系統とサイレントマーカーを持つ系統とを交配し、サイレン

シングへの影響を解析した。キュウリ緑斑モザイクウイルス(CGMMV)外被タンパク質遺伝

子導入タバコではT2世代でも抵抗性を示し、この抵抗性は遺伝することが明らかになった。

その機構はsiRNAが検出されたことからRNAiによるものであることがわかった。CGMMV外

被タンパク質の逆位反復配列遺伝子を導入した63系統のカナマイシン耐性キュウリを得てお

り、そのうち９系統でT1種子を得た。さらに2系統についてT2世代で導入遺伝子の確認を行

った。その結果、系統(A1)では検定した全ての遺伝子導入個体で抵抗性が確認された。スイ

カでは３系統のカナマイシン耐性スイカを順化しT1種子を得た。

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)

イネ「日本晴」でメチル化サイトを100以上マップし、RLGS法によるイネゲノムメチレー

ション解析が効率的に行うことができることが示された。また、イネの正逆交配のF1家系を

用いてゲノムメチレーションサイトの違いを解析した結果、正逆F1のゲノムで異なるRLGSス
ポットが検出されたことから、ゲノムインプリンティング遺伝子探索への応用の可能性が示

された。

３)タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

【要 約】

・イネ及び糸状菌に由来するα-ガラクトシダーゼのX線結晶構造を明らかにした。イネ由
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来の酵素についてはαｰガラクトースとの結合様式を解明し、糸状菌由来の酵素については

糖鎖を含んだ構造を明らかにして酵素安定性に対する糖鎖の寄与について考察した〔(２)

①〕。

・エリシター受容体タンパク質CEBiPの発現を抑制したイネにいもち病菌を接種すると侵

入菌糸の伸長度合いが増加したことから菌糸侵入以降のイネ・いもち病菌相互作用におい

てキチンオリゴ糖がシグナルとして機能すると結論した。エリシター応答性GRAS型遺伝

子CIGR2が制御する遺伝子としてヒートショック転写因子遺伝子を同定した〔(４)①〕。

【研究資源】研究員数：13.2人、非常勤研究員数：4.0人、研究資金：125.0百万円

【論文・特許等】原著論文：34(IF値：合計157.8、平均4.6)、総説等：4、特許等：1

(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(分子遺伝研究グル

ープ)

タンパク質ネットワーク解析に関して、抗体チップ作成は生物研で行うことの意義がない

との指摘を受け、茎葉伸長において経時的にプロテオミクス解析を行い、その発現量から

UPGMA法によるクラスター解析を行った。S-systemを改良しタンパク質間相互作用解析を行

った結果、機能未知のタンパク質の機能推測に使用可能であることを明らかにした。植物ホ

ルモン情報伝達の下流で変動する新規ジベレリン誘導性遺伝子を検出し、プロモーター解析

と発現抑制形質転換イネの作出を行った。その結果、ジベレリン誘導性が顕著で、茎葉伸長

に関与すること、さらにタンパク質発現後、茎頂部分で機能していることを抗体調製により

明らかにした。小課題A311は、計画を達成し業績が多い。原著論文は多く、質も高い。

(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、NMR(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

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・機能性タンパク質等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)

イネ及び糸状菌に由来するα-ガラクトシダーゼのX線結晶構造をそれぞれ明らかにした。

イネ由来の酵素についてはαｰガラクトースとの結合様式を解明し、糸状菌由来の酵素につい

ては糖鎖を含んだ構造を明らかにして酵素安定性に対する糖鎖の寄与について考察した。イ

ヌリン分解酵素については生成プロダクトの異なる2種類の酵素について右巻きβらせん構造

をモチーフとする立体構造を明らかにした。ミミズ由来のレクチンについては得られた立体

構造の比較より植物レクチンであるリシン及び放線菌キシラナーゼの糖鎖結合ドメイン構造

との類似性を明らかにした。放線菌由来キチン結合タンパク質の立体構造は大腸菌マルトー
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ス結合タンパク質と類似性のあることを明らかにした。また、高熱菌チロシンtRNA合成酵素

のX線結晶構造、ヘビ毒由来血液凝固関連タンパク質のpHによる構造変化におけるカルシウ

ムイオンの寄与を考察した。さらに、ヘビ毒由来チャンネルブロッカーの結晶構造を明らか

にし、植物感染特異タンパク質PRプロテインに立体構造の類似性を明らかにした。

②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(生体高分子研究グ

ループ)

プラスチックカラムにおけるタンパク質吸着を防ぐために質量分析用のエッペンドルフチ

ューブ等に使用されている内部コーティングを東京大学工学部に依頼し試みた。しかし、目

立った泳動像の変化は観察されず、コーティングしなかったものとの間に大きな差はなかっ

た。従って、泳動像の乱れ等は熱の発生やバッファー等が起因すると考えられたので、その

改良に集中した。各泳動法についての再現性は高くなったが、組織に由来する問題、即ちタ

ンパク質の変性や抽出の効率性等についての改善は難しかった。一方で、親和性のあるタン

パク質のon-target分析法を検討し、短時間で効率的に分解する条件を見出すことができた。

③ＮＭＲ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

(生体高分子研究グループ)

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

して定量的に解析した。Glu12-Ala12の結果(16年度成果)と比較検討し、N端からのヘリック

ス伸長とC端からの伸長の機構と熱力学にアミノ酸シーケンス特異性があることを見出した。

フジツボの接着タンパク質Mrcp-20kのNMR構造解析を行い、本タンパク質はジスルフィド結

合に富む３角形のドメイン２つからなる新規なフォールディングを有することを明らかにし

た。水中接着タンパク質としては世界初の構造である。

(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

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)

生体内化合物三次元構造データベース3DMETの公開サーバを開発した。2種類の方法で三

次元化した構造で立体配置が一致したものをリリース１として2005年7月より公開した

(http://www.3dmet.DNA.affrc.go.jp/)。各データは8種類の物性値(計算値)と6種類の基本情報を

含み、MDL Chime(プラグインソフト)を利用して構造を立体的に見られるようになっている。

また、ゲノムネットのデータベース(COMPOUND DB)と相互リンクをとり、関連情報を簡易

に得られるようにした。2006年1月4日時点で約31,000件、30ヶ国以上からのアクセスがあっ

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。
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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)

エリシター受容体タンパク質CEBiPの発現を抑制させたイネにいもち病菌を接種すると侵

入菌糸の伸長度合いが増加したことから菌糸侵入以降のイネ・いもち病菌相互作用において

キチンオリゴ糖がシグナルとして機能すると結論した。エリシター応答性GRAS型遺伝子

CIGR2が制御する遺伝子としてヒートショック転写因子遺伝子を同定した。エリシター応答

性E3であるEL5の高次構造・活性相関の解析から、特定のE2と相互作用する単量体型E3の一

次配列上の特徴を明らかにした。いもち病菌のカタラーゼ様活性を持つ分泌タンパク質の部

分精製とアミノ酸配列の解読を行い遺伝子を同定した。

４)植物における生命現象の分子機構の解明

【要 約】

・イネの光シグナル伝達系構成成分と相互作用可能なタンパク質を新たに13種類単離し、

これまでの知見と合わせて相互作用プロファイルを作成し、光シグナル伝達系の概要を明

らかにした〔(１)①〕。

・RNAi法を応用した方法により、内在性の花のホメオティック遺伝子pMADS3のエクトピ

ック発現を誘導できることを示し、同時にpMADS3のエクトピック発現に関わるDNA領域

を特定した〔(３)①〕。

【研究資源】研究員数：8.7人、非常勤研究員数：4.0人、研究資金：89.1百万円

【論文・特許等】原著論文：10(IF値：合計25.1、平均2.5)、総説等：2、特許等：3

(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)

イネの光シグナル伝達系の概要を明らかにするため、構成成分(COP1, PHY, CRY等)と相互

作用可能なタンパク質を新たに13種類単離し、これまでの知見と合わせて相互作用プロファ

イルを作成した。新たに見出された COP1-SCARECROW間の相互作用について生理機能の解

析を行い、COP1が根の細胞分化に関与している可能性を示した。光合成器官形成に必須な因

子である CtpA(D1タンパク質前駆体切断酵素) について、三次元構造データから基質認識に

重要と推定されるアミノ酸残基を３つ同定した。当該アミノ酸残基が改変された変異酵素を

発現する形質転換ラン藻を解析し、その内の１つ(Ile400)が基質認識に重要であることを明ら

かにした。

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

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、C3光合成や炭素代謝

におけるC4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・

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(QTL)解析等を行う。

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)

イネ光合成器官のプロテオーム解析により、穎花(内外穎)と稈で共通して高発現あるいは

欠失する蛋白質スポットの同定を進めるとともに、炭酸固定回路(カルビン回路)に関与する

酵素の相対含量を明らかにした。新規の葉緑体型PEPCはイネ緑葉の主要PEPCのひとつであ

り、葉肉細胞葉緑体に蓄積することを明らかにした。Moricandia arvensis(C3-C4中間型)とキ

ャベツ(C3型)から作出した様々なゲノム構成比を持つ正逆交雑植物の解析から、C3-C4中間

光合成形質は両親からのゲノム構成比に従って交雑植物に遺伝し、これには母性遺伝は関与

していないことを明らかにした。

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)

chemical inducible Cre/loxP システムを用いて、OSK遺伝子のRNAiを登熟初期の未熟種子で

誘導できる形質転換体を作成した。OSK 3量体を構成する3種類のα、5種類のβ、2種類のγ

サブユニットがどの様な組合せになっているかをYeast Two-hybrid実験で調べ、相互作用の特

異性を明らかにした。炭水化物の転流に関与するQTL(gw6)の染色体領域を矮小化し、候補遺

伝子を10個まで絞り込んだ。

(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)

RNAi法を応用した方法により、内在性の花のホメオティック遺伝子pMADS3のエクトピッ

ク発現が誘導できることを示し、同時にpMADS3のエクトピック発現に関わるDNA領域を特

定した。またこの領域のDNAメチル化が深く関わっていることを示唆する結果を得た。これ

らの結果により、small RNAが介するRNA依存性DNAメチル化の関与が示唆された。また、

内在性遺伝子の転写を遺伝子組換えで活性化する新たな手法の可能性が示された。シロイヌ

ナズナAtSPL5遺伝子は、オゾン、紫外線等のストレスやABAやSA等の植物ホルモンに応答し

て、発現抑制されることがわかり、環境応答への関与が示唆された。

(４)原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析

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。
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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)

オーキシン結合タンパク質１(ABP1)のC末端ペプチドと相互作用するタンパク質を親和架

橋法により同定した。このタンパク質はGPIアンカーを介して原形質膜に局在する銅含有タ

ンパク質であり、植物の極性に関連した細胞伸長に関与することが示されているタンパク質

と相同であった。小課題A441は、変異を利用した情報伝達の解明に至っていない。受容体同

定で世界に遅れている。16年度も同様の指摘を受けグループ長が改善を迫ったが、17年度改

善がみられ、CBP1の同定に関する論文が国際誌（Plant Mol Biol）に受理された。この成果を

もとに、第Ⅱ期中期計画で遅れを取り戻すように指導する。

５)動物における生命現象の分子機構の解明

【要 約】

・ブタ臓器表面上に存在し異種移植における超拒絶反応を誘起する主要抗原とされる、α

Gal抗原を除去する独自の方法としてα Gal抗原を特異的に切断する酵素 ( endo-β
-galactosidase C: EndoGalC)遺伝子をブタ細胞に導入後、FACSによりαGal抗原が除去されて

いる細胞を選択して核移植を行った結果、EndoGalＣを発現するクローンブタが誕生した

〔(１)③〕。

・乾燥耐性の強いネムリユスリカでは、乾燥や１％NaCl処理により誘導される遺伝子をEST
データベースのサブトラクションにより網羅的解析し、トレハロース関連酵素や乾燥耐性

関連タンパク質の配列を決定した〔(７)①〕。

【研究資源】研究員数：50.8人、非常勤研究員数：15.4人、研究資金：505.8万円

【論文・特許等】原著論文：29(IF値：合計35.7、平均1.2)、総説等：9、特許等：11

(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(ES細胞)と支持細胞等の相互作用等に着目して、ES細胞の樹立、増殖

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IGF-1レセプター遺伝子等の生理・形態

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(発生分化研究グルー

プ)

分化能力の異なるES細胞亜集団間のアレイ解析により得られた23個のPpet遺伝子について、

ES細胞及びマウス受精卵にsiRNAを導入して当該遺伝子をノックダウンした結果、一部でES
細胞の分化、胚の発生率、発生速度及び細胞数に影響を与えることが判明し、Ppet遺伝子がES
細胞の分化機構や初期発生に重要な役割を果たすことを明らかにした。また、SSEA-1陽性と

陰性のES細胞亜集団間でグロビン遺伝子、ケラチン18遺伝子等のエピジェネティックス遺伝

子の発現に差違があること、その差違は分画ES細胞の発生能に密接に関係することが、4倍
体キメラ胚の作出により示された。これらの結果から、ES細胞の未分化性にエピジェネティ

ックスが関与することが示唆された。
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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)

ブタの成長に関与する遺伝子のDNA 多型を検索するため、ブタのインシュリン受容体遺伝

子の一部を「ランドレース」と「メイシャン」で比較したが、塩基配列の多型は認められな

かった。また、ニワトリ品種識別やトレーサビリティのために、ミトコンドリアDNA全体をカ

バーするPCR断片をつくることができた。一方、ニワトリ個体へ外来遺伝子を導入し卵白中に

有用物質を生産させるシステムの開発に関して、未分化細胞である胚盤葉細胞へソノポレー

ション法を適用しGFP遺伝子の導入を試みたところ、レシピエント胚の生殖巣を含む各種組織

でGFP遺伝子の存在が確認できた。また、始原生殖細胞を利用した遺伝子導入法に関しては、

インビトロおよびインビボにおいて直接処理する方法、精原細胞から幹細胞を作出する方法、

核移植を利用する方法を検討し、新たな遺伝子導入システムを構築中である。

③ブタ等の培養細胞の遺伝子改変技術の確立と形質転換個体作出法の開発(発生分化研究グル

ープ)

異種移植において、ブタ臓器表面上に存在するαGal抗原は超拒絶反応を誘起する主要抗原

とされるため、その除去が重要な課題となる。これまで、αGal抗原の除去を目的に、その生

成酵素であるα1,3GT遺伝子をノックアウトしたクローンブタの成功例が報告されている。本

研究では、αGal抗原を除去する独自の方法として、αGal抗原を特異的に切断する酵素(endo-
β-galactosidase C: EndoGalC)をブタ細胞で発現させ、その細胞を基にクローンブタの作出を

試みた。EndoGalCの遺伝子を導入後、FACSによりαGal抗原が除去されている細胞を選択し

核移植を行った結果、EndoGalＣを発現するクローンブタが誕生した。

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)

16年度に報告したPRP-VIIに引き続き、今年度はPRP-VIIIとPRP-IXの2種類の新規PRPを報告

した。BMPについてはBMP-4、GDF9及びBMP15の大量発現系を構築して、これによって得ら

れた組換えタンパク質からそれぞれの抗体を作成した。細胞増殖・分化にともなって特異的

に発現する新規遺伝子を発見し、これをウシbcl2A1と命名した。ウシbcl2A1は栄養膜細胞の

二核化に伴って発現が開始し、Bax等と拮抗しながら、二核細胞の維持因子として作用する

事が示唆された。また、クローン牛のテロメア解析を行った。

(２)動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

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)

マウスへ四塩化炭素を投与して軽度に肝障害を惹起した後の再生肝臓より作製した切片担

体を利用して、マウス胚性幹細胞を肝細胞様細胞に効率よく分化する培養技術を開発した。

また、切片担体上の培養細胞の接着、増殖及び分化に関する挙動を解析して得られる「組織

切片と細胞の相互作用プロファイル」を利用して、新しい診断技術を開発する構想を提案し
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た。ゲル薄膜担体については、肝機能維持にサンドイッチ培養法が有用であるという報告を

応用して、ラット初代肝細胞を播種したコラーゲンゲル薄膜にコラーゲンゾルを重層するこ

とで、肝細胞の機能維持に優れたコラーゲンゲル薄膜サンドイッチ培養法を開発した。

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)

ブタCYP分子種の遺伝子発現に性差、品種差、発現組織(肝臓、腎臓)差を認めた。硝酸鉛

(LNI)によるCYP7A1遺伝子の発現低下にはTNFaは関与しないこと、ブタ脂肪細胞に対して

LXRaは脂肪蓄積を亢進することを明らかにした。ウシインプリンティング遺伝子発現に関す

る16年度までの知見を元に、クローン牛における遺伝子発現を解析した結果、数頭の発育牛

クローンにおいてインプリンティング遺伝子の発現異常が観察された。異常個体においては

生時体重が過大であり、原因はインプリンティング遺伝子異常発現と推定された。ニワトリ

の抗腫瘍に関連するタンパク質が5つ捕捉された。ブタの筋肉脂肪蓄積に関連する遺伝子

PPP1CAがプロテオームにより捕捉され、先にQTLの検出されている第9染色体p腕テロメア領

域に存在すると推定された。SNPsを用いた鶏肉からのニワトリ品種識別を可能にした。

(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。

①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析

(生体機能研究グループ)

ウシの第3脳室内へのメラトニン投与により、血漿中の成長ホルモン(GH)濃度が上昇し、

メラトニンがウシの視床下部を介してGH分泌を刺激することが示唆された。ブタ黄体組織中

にグルココルチコイド(GLC)とその受容体が存在することを明らかにした。また、GLCは黄

体の内分泌機能を抑制することが示唆された。イソアミル酢酸を用いた匂い刺激により、25Hz
以上の周波数帯域でブタ海馬の電気活動が増強することが示唆された。さらに、ブタのオペ

ラント条件付けでスィッチ押し直後に海馬で陰性波が出現した。

②反芻動物の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調節に関わる神経伝達物質及び末梢性因子

解明(生体機能研究グループ)

ヤギで絶食により血漿及び脳脊髄液中のβ-HBA濃度が上昇することを明らかにし、低栄養

時には血中ケトン体の脳内への取り込みが増加することを示した。脳室中へのケトン体投与

による繁殖機能制御中枢の活動低下のデータと、低栄養に起因する脳内ケトン体濃度の上昇

が繁殖機能制御中枢の活動抑制シグナルとして機能することが示唆された。ヤギにおけるケ

トン体の作用機構を解析するため、ケトン体の脳内への取り込みを制御するモノカルボン酸

輸送担体(MCT)の一つ、MCT1のcDNA配列をシバヤギで同定した。また、繁殖機能におよぼ

すグレリンの役割を解析するため、ウシグレリン受容体のcDNA配列を同定し、 in situ
hybridization 用のプローブを作成した。
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(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)

16年度までに単離したヤマトヒメミミズの再生関連遺伝子(Ejrup1、Ejrup4、gs)とカブラハ

バチの生殖細胞形成関連遺伝子(mos)、及び17年度新たに単離した再生関連遺伝子(gcs1、
vasa-like1-3)やカイコ生殖細胞形成関連遺伝子(nanos)について、RT-PCRやin situ hybridization
等の発現解析を行い、これらが再生や生殖細胞形成に関わる重要な遺伝子であることを示し

た。mos遺伝子については、阻害剤や合成蛋白質を用いた機能解析により、Mos/MEK/MAPK
経路を介して卵減数分裂周期を制御していることを明らかにした。また、ヒメミミズのRNA
干渉法と遺伝子導入法を検討し、カブラハバチの新しい遺伝子機能解析法として、テトラサ

イクリン耐性オペロンを用いた発現制御システムを開発した。

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

質の単離とその機能解明(発生分化研究グループ、生体高分子研究グループ)

蛹後期卵巣がメソプレン処理でMAPキナーゼがリン酸化を受けることがわかった。カイコ

コラゾニン受容体遺伝子(Bm-CRZR)の全長cDNAをクローニングし、アフリカツメガエル卵母

細胞で発現させたものはnM濃度のコラゾニンに応答した。zinc finger DNA結合領域を持たな

い2種のBRCアイソフォーム(NZ1, NZ4)を発現させた場合は3種のレポーター発現量に変化は

無かったが、この領域を持つBRC Z2アイソフォームを発現させるとルシフェラーゼの発現が

プラスミド量に応じて上昇した。主要各組織についての二次元電気泳動像の取得と、タンパ

ク質のデータベースを作製した。真皮細胞の培養条件では、還元型グルタチオン添加の

MGM450の10%FBSを培地にポリエステル膜上で培養することで、真皮細胞の増殖能力の維持

が可能となった。JHネットワーク分子を遺伝子側から網羅的に同定し機能を明らかにするこ

とでJH濃度調節及び作用発現の分子機構解明を開始した。

(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)

4倍体両性生殖系統カイコを作製し、その性が決定Ｗ染色体の有無で確定されることを確認

した。間性遺伝子Isx-2における欠失領域について相同性検索を行ったが、相同遺伝子は得ら
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れず、遺伝子転写の検出は技術的に困難であった。一方、雌雄によってスプライシングの異

なるBmdsx遺伝子の、雌型mRNAを増加させる因子を含むBACクローンが得られた。第6連関

群のホメオティック突然変異遺伝子は、EMu, ENc, ECw, Ncの順に配列していた。また、新規

に見つかった褐卵突然変異b-2sは、カイコで初めて発見される劣性の偽対立遺伝子であるこ

とが明らかになった。生殖巣の長期保存において、4齢幼虫での卵巣移植は成功率が低かった。

卵内の糖アルコール含量と、長期貯蔵性の相関は低いことが明らかになった。

②カイコ尿酸代謝遺伝子の構造解析と脱皮ホルモン受容体の発現制御機構の解明(昆虫適応遺

伝研究グループ)

2種の油蚕系統oa及びodについて、突然変異体と正常個体の幼虫皮膚RNAを用いてオリゴア

レイ解析を行い、突然変異体で発現量が低下する遺伝子群を同定した。カイコ在来種15系統

についてog遺伝子の塩基多様度を推定した。また、ミトコンドリアcox1遺伝子についても同

様の推定を行い比較検討した。トランスポゾンOrgandyが転移することを、切り出し活性をも

とに交配実験を通じて進めたが、確認に至っていない。小課題A552は、目標とする遺伝子単

離に至っていない。計画に比し成果が限定的で、研究が遅れている。業績が乏しく、論文が

出ていない。

(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

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)

性フェロモン(ペリプラノン-B)にのみ応答する触角葉神経細胞、キノコ体神経細胞が観察

された。これらの触角葉とキノコ体の神経細胞間で生じたスパイクは同時発火する相関活動

が見出された。また、性フェロモンと一般的な匂いに応答する触角葉神経細胞、キノコ体神

経細胞が観察された。これらの触角葉とキノコ体の神経細胞間で生じたスパイクは性フェロ

モンと一般的な匂いの両方に対して同時発火する相関活動を示した。これらの結果は性フェ

ロモン情報、性フェロモンと一般的な匂いの情報が同期的にスパイクを発火する触角葉出力

神経細胞群によって符号化され、上位中枢であるキノコ体のケニヨン細胞(唯一の内在性細胞)

に伝達されることを示す。小課題A561は、神経機構の解明に至っていない。業績乏しく、進

捗がきわめて遅い。

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)

ニクバエの口器特異的レクチンCLEM36は、Ｃ-タイプレクチン産生組織(CLPT)細胞から吻

管に伸びる管を通ること、また、ABCタンパク質SpABCはCLPT細胞内の微絨毛に存在するこ

とがわかった。カイコの味細胞の情報変換過程におけるCa2＋の関与を電気生理・薬理学的な

手法で示し、ゲノム情報とRACE法により4個の味受容体候補GPCR遺伝子等を単離した。シ

ロオビアゲハの跗節にはブルシン類似物質に特異的に応答する味覚細胞のほか、単一の産卵
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刺激物質HMPに応答する細胞が存在した。新規光学分割剤MαNP酸により、昆虫の信号物質

である2-メチル-4-ヘプタノールの光学分割を行い、これまでの標準試薬より優れていること

を確認した。

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

等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明

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)

ネムリユスリカでは、乾燥や１％NaCl処理により誘導される遺伝子をESTデータベースの

サブトラクションにより網羅的に解析し、トレハロース関連酵素や乾燥耐性関連タンパク質

の配列を決定した。アフリカサバクバッタでは世代に渡って変化する形態的特性を孤独相と

群生相で再現するために、累代飼育を開始した。中国のトノサマバッタでは、高緯度低緯度

から採集した個体群における休眠誘導に関して光周期と温度の影響を調べた。チャバネアオ

カメムシでは、卵吸収に関与するプロテアーゼが、卵内に含まれ胚子発育過程で活性を発現

させるプロテアーゼと同じものであると推定されること、その一方、活性化の過程は両者で

異なる可能性があることを明らかにした。

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)

緑繭の繭層は白繭に比べ多くのフラボノイドを含んでおり、そのため緑色を呈している。

中腸、体液、絹糸腺のいずれにおいても緑繭となる個体は白繭となる個体より高いフラボノ

イドの含量を示した。中腸におけるケルセチングルコシルトランスフェラーゼ(QGT)の活性

を検討したところ、ケルセチンの3位や4'位にグルコースを付加する活性は緑繭個体、白繭個

体いずれにも認められたが、5位にグルコースを付加する活性は緑繭個体のみに見出された。

また、ケルセチンの5位にグルコースが結合したグルコシドは緑繭個体にのみの検出されるこ

とから、5位にグルコースを付加するQGTが緑繭となるために不可欠な酵素であると考えられ

る。カイコ、エリサン幼虫の各組織におけるステロール含量は、いずれも中腸が他の組織よ

り高く、1頭当たりの量も多かった。5齢期間中の変動は、カイコではほぼ一定であるのに対

し、エリサンでは5齢経過につれてステロール含量が高くなり、5齢の経過にともない中腸に

ステロールを徐々に蓄積することがわかった。小課題A572は、研究への取組みが不充分で、

具体的成果が見えない。論文が出ていない。

６)環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

【要 約】

・イネのフィトクロム全分子種(phyA, phyB, phyC)の二重・三重突然変異体の表現型及び遺

伝子発現解析から、イネではphyAもphyBと同様に光可逆反応に関わっていること等、フィ

トクロム分子種間でシロイヌナズナとは異なる役割分担があることを明らかにした。また、

フィトクロムが植物における赤色光の唯一の光受容体であることを初めて証明した〔(２)
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①〕。

・イネ黄化芽生えに遠赤色光を照射した後、「日本晴」とphyA、「日本晴」とcpm1との間で

発現している遺伝子をマイクロアレイで比較解析した。その結果、phyA特異的なシグナル

によって発現が制御されている遺伝子群のうち、JAの制御を受けているものが、照射後30
分後では約10%しかないが、4時間後では約60%を占めることが明らかになった〔(２)①〕。

・Nod-Myc-変異体sym72、及びその下流に位置するNod-Myc+変異体sym70、さらに感染プ

ロセス、及び根粒形成に異常を来すHist-変異体sym101の遺伝子クローニングに成功した。

Sym72(LjCCaMK)が根粒形成の鍵を握るタンパクリン酸化酵素であることを示した。 Fix-
変異体sym105について、詳細な表現型解析を行い、この変異体の無効根粒では、感染細胞

の肥大生長が著しく抑制されていることを明らかにした〔(５)①〕。

・リュウキュウクロコガネの雌は遊離アミノ酸であるアントラニル酸を分泌し雄に対し雌

を着地させ、雌には誘引源から0.3～1ｍ離れた場所に着地させる多機能フェロモンとして

働いている〔(６)①〕。

・植物生理活性物質の研究ではオオバイヌビワの乳液がエリサンに対して毒性を示すこと

を明らかにした〔(６)②〕。

・トビイロウンカのEST解析を進め、全体で７万クローンとし、遺伝子機能解析にRNAiが
有効であることを示した。このウンカのマクロアレイは多くの研究者に利用されるように

なった。アレイ研究推進の一環として研究所内にアレイ解析室を設置した〔(７)①〕。

【研究資源】研究員数：34.9人、非常勤研究員数：19.5人、研究資金：371.5百万円

【論文・特許等】原著論文：32(IF値：合計65.1、平均2.0)、総説等：9、特許等：2

(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)

イネ新規液胞膜Na＋/H＋アンチポーター遺伝子OsNHX4プロモーター領域の発現解析では、

維管束、根の先端部、花粉などで発現が高く、維管束、根上部、孔辺細胞で高発現するホモ

ログ遺伝子OsNHX1とは異なった組織特異的発現パターンを示し、それぞれの機能分担が示唆

された。オオムギ液胞膜Na＋/H＋アンチポーター遺伝子 HvNHX1と液胞膜H＋-PPase遺伝子HVP1
は種々のストレス対し同調的な発現変化を示し、プロトンの供給とNa＋等の輸送において協

調して働くことが示唆された。野生株とクロライドチャンネル遺伝子破壊系統イネの芽生え

根細胞を光学顕微鏡で観察したところ根の柔細胞が膨張し、細胞列の乱れが観察され、クロ

ライドチャンネルが形態形成に関与することが示された。ジンクフィンガー型転写因子ZAT6
を過剰発現させたアラビドプシスにおけるZAT6下流で発現が変化する遺伝子群を同定した。

また、変異型ZAT6過剰発現アラビドプシスではZAT6が転写抑制ドメインを持つにも関わら

ず、転写活性化因子として機能することを示した。

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)

フィトクロムＡ(phyA)突然変異体、ジャスモン酸(JA)合成欠損突然変異体、及び対照とし

ての日本晴の黄化芽生えに遠赤色光を照射した後、それぞれの突然変異体で日本晴と比較し
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て発現量が変化している遺伝子をマイクロアレイで検索した。その結果、phyA特異的なシグ

ナルによって発現が制御されている遺伝子群のうち、JAの制御を受けているものが、照射後30
分後では約10%しかないが4時間後では約60%を占めることが明らかになった。この結果は、

フィトクロムからのシグナルの一部がJAを介して形態形成やストレス応答関連遺伝子の発現

を制御していることを示している。また、別のJA生合成系の突然変異体hebibaの原因遺伝子

をマップベースクローニングによって、第3染色体の約110kbの範囲まで絞り込んだ。小課題

A612は、３年間の交付金研究が終わった時点で、シアン耐性呼吸は区切りとし（中間評価時

点での対策として了承済）、研究員には課題の継続はないことを伝え、テーマの変更を要請

した。テーマを変えてからは、徐々に成果が上がっており、２年間で目に見える形にはなら

なかったが、第Ⅱ期中期計画に向けた基盤づくりに努力した。

(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)

イネのフィトクロム全分子種(phyA, phyB, phyC)の二重・三重突然変異体の表現型及び遺伝

子発現解析から、イネではphyAもphyBと同様に光可逆反応に関わっていること等、フィトク

ロム分子種間でシロイヌナズナとは異なる役割分担があることを明らかにした。また、フィ

トクロムが植物における赤色光の唯一の光受容体であることを初めて証明した。phyABC三重

突然変異体で発現が昂進しているACO1遺伝子のプロモーター領域を解析して、フィトクロム

からのシグナルを介してACO1の転写を抑えるのに必要な領域と光シグナルとは無関係に転写

を抑える働きをする領域を特定した。ACO1転写量の高いphyABC突然変異体の幼苗全体にお

けるエチレン発生量を調べたところ、予想に反して日本晴の約半分程度しか検出されなかっ

た。実際にエチレンが作用していると考えられる節間の局所的な定量が必要と考えられる。

また、出穂したイネの節間部におけるACO1の発現部位をRT-PCRで詳細に調べたところ、基

部に近い節間ほど転写量が多いことが分かった。節間の伸長は基部から起こるので、ACO1の
発現と細胞伸長との間に何らかの関係があることが示唆された。
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図５ フィトクロム突然変異体を用いたイネの光応答反応の解析

左：白色光下で育てた播種30日目のphyABC突然変異体と日本晴の比較

右：イネとシロイヌナズナにおけるフィトクロム分子種間での光応答反応の比較

（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)

ゲノム変動のリアルタイム検出システムをシロイヌナズナを材料として完成させた。点突

然変異と組換えによる挿入・欠失の発生を検出するシステムをそれぞれ完成させ、既に両者

で約250の独立株においてゲノム上の位置と変異率との相関を算出した。抵抗性遺伝子を素材

とした新たな分子認識システムの実用化に成功し、2種類の標的分子と強く相互作用する新た

な分子を数種類作成することに成功した。これを利用し、薬剤開発や、新たな抵抗性遺伝子

の開発を進めることが可能である。劣勢抵抗性遺伝子のスクリーニングシステムを確立した。

これによりいくつかの抵抗性の向上した株が得られ、病原体認識シグナル伝達機構解明の材

料ができた。「嘉平」の圃場抵抗性遺伝子の候補遺伝子を単離した。オオムギの小穂非脱落

化遺伝子の高密度地図を作製した。イネの2次細胞壁合成遺伝子の発現解析によりその機能が

解明され、新たな植物遺伝子群の機能が明らかとなった。

(４)共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

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(Nodファクター)に対する植物の応答を解析し、Nodファクターの
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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)

根粒形成初期過程に必須と予想される遺伝子ENOD40のノックダウン植物について、感染

プロセスのマーカー遺伝子の発現解析から、ENOD40が感染プロセスに必須ではないことが

再確認された。細胞内共生の維持に必須と考えられるIGN1の根粒細胞内局在を免疫的方法で

調べた結果、IGN1は原形質膜に存在し、ペリバクテロイド膜には検出できなかった。Ign1変
異体にEMSを処理し、その後代から複数の復帰変異株候補を見いだした。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LjnsRINGについてノックアウト実験を試み、この遺

伝子が根粒菌感染と根粒形成に必須であることを明らかにした。GFP-tubulin導入ミヤコグサ

を用いて、Nodファクターによる根毛の微小管細胞骨格の動態を解析し、Nodファクターが一

過的に根毛細胞の微小管ダイナミックスを抑制することを明らかにした。

(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)

Nod-Myc-変異体sym72、及びその下流に位置するNod-Myc+変異体sym70、さらに感染プロセ

スと根粒形成に異常を来すHist-変異体sym101の原因遺伝子のクローニングに成功した。Sym72
(LjCCaMK)が根粒形成の鍵を握るタンパクリン酸化酵素であることを示した。Ljsym71/86
(CASTOR/POLLUX)及びLjCCaMKのイネオルソログを見いだし、これらのノックアウト系統を

得た。また、Fix-変異体sym105について、詳細な表現型解析を行い、この変異体の無効根粒

では、感染細胞の肥大生長が著しく抑制されていることを明らかにした。

(６)効率的な超微量分析法の開発に着目したカメムシ等の行動解発因の解明と、植食性昆虫

に対する有害物質の検定系の確立

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)

ホソヘリカメムシ集合フェロモンの新規誘引協力成分を同定し、アカスジカスミカメでは

雌フェロモンの生物検定法を開発した。奴隷狩のためクロヤマアリの蛹を奪取するサムライ

アリは、巣への侵入時にクロヤマアリ類似の化学物質を放出して巣内の化学交信を撹乱して

いることを示し、生物検定法の指標を得た。キオビエダシャクの性フェロモン成分を同定し、

現地圃場で誘引活性を確認した。ゴマダラカミキリの性誘引活性5成分の化学構造を解明し、

現地みかん園において誘引活性を確認した。リュウキュウクロコガネの雌フェロモン源近傍
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において雄成虫は嗅覚から視覚へと定位刺激を切り替えることを証明した。また、コーリン

グ時間とフェロモン放出量には著しい個体変異と日変動があることを見出した。

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)

ツマグロヨコバイ唾液腺ラッカーゼcDNAを大腸菌で発現させ、可溶性画分に塩化銅を添

加したところラッカーゼ活性が確認された。また、ツマグロヨコバイがイネを摂食した後の

口針鞘にリグニン化が認められた。「農林10号」は、第4染色体上のSSRマーカーRM6487 と

RM3735 間にRathu Heenati由来の染色体断片を有することがわかった。トビイロウンカ抵抗性

遺伝子Bph3 を単離するため、「農林10号」と「ツクシバレ」を交配し、後代のF2 種子を得た。

沖縄県石垣島産のオオバイヌビワ、Ficus septicaの乳液がエリサンに対して大変強い毒性を示

すことが判明した。人工飼料に2％乳液を添加しただけで成長が顕著に阻害され、10％以上加

えると高い死亡率が観測された。クワの葉がカイコ以外の昆虫に対して強い毒性と耐虫性を

持つことと、その原因がクワの葉から滲出する白い乳液に高濃度で含まれる糖代謝の阻害剤

として知られる3種の糖類似アルカロイド物質や高分子物質等の成分にあることを解明した。

図６ クワ乳液の耐虫活性と乳液に含まれる糖類似アルカロイド

左：左側はヨトウガにクワ葉をそのまま接触させたもの

右側はヨトウガに乳液を洗い流したクワ葉を摂食させたもの

中：クワ葉から分泌される乳液 右：クワ乳液に含まれる3種の糖類似アルカロイド

(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

cDNAライブラリーの作成と約5千クローンの塩基配列の解読を行う。また、食材性昆虫

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RNAの高次構造の解析、昆虫と植物を循環

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。
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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)

トビイロウンカのEST解析をさらに進め、全体で7万クローンとし、トビイロウンカの遺伝

子機能解析にRNAiが有効であることを示した。トビイロウンカのマクロアレイは現在3グル

ープで、カイコオリゴアレイは国内12グループで使用されており、さらに大わし地区にアレ

イ解析室を設置した。シャッフリング技術により大腸菌で大量発現が可能になったシロアリ

セルラーゼ遺伝子には26個のアミノ酸変異があったが、2つのアミノ酸の変異が重要であるこ

とを明らかにした。in vitro翻訳系をめざした研究において、真核生物のアミノアシルtRNA合

成酵素類はきわめて不安定であることが判明した。イネ萎縮病ファイトプラズマを高い感染

率で維持するツマグロヨコバイ系統を見出し、ツマグロヨコバイを用いた実験系を構築でき

た。遺伝子塩基配列からヌカカの種識別を可能にした。

(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BT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、

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)

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスのスフェロイドとスピンドルを同時に食下したド

ウガネブイブイ幼虫の中腸内で、スフェロイドから放出されたウイルスは少なくとも6時間ほ

どで、スピンドルの作用で損傷した囲食膜を通過して中腸被膜側へ到達することがわかった。

カイコのBt菌毒素の一種のCry1Ac毒素抵抗性には、劣性の主遺伝子が一つ関与していると推

察された。昆虫病原糸状菌、Beauveria brongniartii に対して感受性と抵抗性のカイコ系統を作

出し交配試験を行った結果、抵抗性に優性の主遺伝子が一つ関与していると推察された。微

胞子虫胞子のX線解析等より胞子壁の主要物質はキチンであることが明らかとなり、加水分

解した胞子では薬剤の徐放性が認められた。

(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)
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プリオン持続感染マウスミクログリアにおいて、イオンチャネル型P2X7受容体の発現、並

びにアゴニストに対する感受性が上昇しており、感染マーカーとなる可能性が示唆された。

BSEを実験的に感染させ、発症した牛の脳から、SV40T遺伝子導入により不死化細胞株を樹

立した。LPSにより活性化されたマウスミクログリアにおいて、WASP分子が炎症性サイトカ

インや神経障害性因子の放出に重要な役割を果たすことを明らかにした。ウシ血液系前駆細

胞(BSU-E, CFU-E, CFU-GM)が抗ウシCD34モノクローナル抗体(N21)に陽性であることがわか

った。

(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)

BmCautus遺伝子ノックダウン形質転換カイコを作出し、Rel遺伝子発現に与える影響を調べ

たところ、Rel遺伝子の発現が明らかに低下することがわかった。一方、Rel遺伝子ノックダ

ウン系におけるCactus遺伝子の発現も同様に低下しており、両転写因子の密接な相互作用が

明らかになった。カイコ体液より新規の抗ウイルスペプチドを単離し全アミノ酸配列を決定

した。一部のアミノ酸配列にみられるシステイン残基の位置がvon Willebrand factorのものと

一致しており、Trypsin inhibitor-like cysteine rich domainの特徴をもつことがわかった。昆虫抗

菌性タンパク質由来の改変ペプチドが薬剤耐性病原細菌感染症やエンドトキシンショックに

対し高い治癒効果を示すが、副作用は示さないことがマウスを用いた生体実験から明らかと

なった。

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

【要 約】

・PEPC、PPDK、NADP-ME、NADP-MDHを高発現する形質転換イネ２系統の生理学的解析

を行った。四重形質転換イネではPEPCの高発現で一旦低下した光合成活性が回復すること、

光合成活性の回復は複数のC4酵素の共発現に起因することがわかり、四重形質転換イネで

は何らかの新たな代謝回路が駆動している可能性が示された〔(１)①〕。

・高グリシニン集積米の抽出タンパク質を高血圧ラットに投与した結果、血圧降下作用が

みられた。ヒト用7Crp集積米を隔離圃場で栽培し、400kgの玄米を収穫した。組換えイネの

形態特性や環境への影響は非組換えイネと差がなかった。マウススギ花粉症用組換えイネ

のマウスへの経口投与でアレルギー抑制作用が確認された〔(３)①〕。

【研究資源】研究員数：4.8人、非常勤研究員数：5.0人、研究資金：115.3百万円

【論文・特許等】原著論文：3(IF値：合計17.5、平均5.8)、総説等：2、特許等：10

(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：
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3種類のC4光合成酵素の含量の異なる形質転換イネを作出し、C4光合成回路の 適な駆

動条件、C4光合成酵素の活性制御を解析することにより、C3植物の光合成能を改良する

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)

PEPC、PPDK、NADP-ME、NADP-MDHを高発現する形質転換イネ2系統の生理学的解析を

行った。PEPCを高発現させると明呼吸が促進され光合成活性が低下すること、PPDK単独、

MDH単独の高発現は光合成に影響を与えないことがわかっている。四重形質転換イネでは

PEPCの高発現で一旦低下した光合成活性が回復することがわかった。この結果を受け、ME
単独を高発現する形質転換イネのホモ系統を選抜し解析を行った。その結果ME単独の高発現

は光合成に影響を与えないことがわかり、光合成活性の回復は複数のC4酵素の共発現に起因

すること、四重形質転換イネでは何らかの新たな代謝回路が駆動している可能性が示された。

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)

研究所内の試験ほ場において、GA2酸化酵素及びブラシノライド受容体の変異遺伝子を導

入した「どんとこい」を栽培し、主に草型と収量に関して特性調査を行った。GA2酸化酵素

を導入した組換えイネは矮化した草型であり、収量は原品種と比較して少なくなっていた。

ブラシノライド受容体の変異遺伝子を導入した組換えイネは直立葉の草型で、収量は原品種

と比較して差がなかった。花粉飛散のモニタリングの結果、周りの試験圃場への組換え体花

粉の飛散は認められなかった。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

ALSを選抜マーカーに用いてGA2酸化酵素を導入した形質転換イネについて世代促進を行う

と共に導入遺伝子のコピー数をサザン法で調べた。小課題B112は、組換え体が圃場レベルで

どの程度の草型特性を示すかを検証することが主目的となり、深みのある研究とならなかっ

た。変化させた草型特性は維持していたものの、密植による収量増のデータは得られなかっ

た。安全性評価試験、隔離圃場試験、試験圃場試験の結果は今後論文としてまとめ、研究の

重点化の点から、本課題は次期においては中止する。

(２)遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性個体、ストレス耐性個体の作出

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遺伝子組換えを利用した病害抵抗性穀類の作出(新生物資源創出研究グループ)

PRO10-ssChiC系統のT1自殖幼苗では有意ないもち病抵抗性の向上は認められなかった。

PRO10-GFP導入イネにいもち病菌を接種したところ、PRO10は抵抗性病斑の周囲で発現が誘

導されるものの罹病性病斑ではほとんど発現せず、これがPRO10-ssChiC系統のいもち病抵抗

性が向上しなかった原因と考えられた。マイクロアレイでは罹病性病斑部で感染初期に発現

が誘導される遺伝子を検索できなかった。以上はいもち病菌がイネの防御応答反応を積極的

に妨害することを示唆しており、その分子機構を明らかにする研究に着手した。イネキチナ

ーゼ(RCC2)遺伝子を導入した8個体のT0植物由来の計100個体のT1幼苗のうち、PCRでRCC2
遺伝子の存在を確認できた54個体にオオムギうどんこ病菌を接種したところ約60%の個体に

ついて病徴が軽い、もしくは病徴が認められなかった。抵抗性検定は現在継続中である。
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(３)遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

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)

高グリシニン集積米の抽出タンパク質を高血圧ラットに投与した結果、血圧降下作用がみ

られた。ヒト用7Crp集積米を隔離圃場で栽培し、400kgの玄米を収穫した。組換えイネの形態

特性や環境への影響は非組換えイネと差がなかった。マウススギ花粉症用組換えイネのマウ

スへの経口投与でアレルギー抑制作用が確認された。鉄トランスポーターを過剰発現する組

換えイネの各組織の鉄蓄積量は、非組換え体と差がなかった。種子特異的プロモーターを用

いた形質転換イネを作成し、種子におけるCoQ10蓄積を確認したが、そのCoQ10含量は35Sプ
ロモーターを用いたイネと同程度またはそれ以下だった。そこで登熟種子におけるCoQ9含量

変化について調べたところ、開花後15日頃 も多くなり、その後減少することが明らかとな

った。

図７ 花粉症緩和米のマウスでの有効性

２)新たなDNAマーカーの開発

【要 約】

・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。「コシヒカリ」・「Nona Bokra」ではCSSLの 終候補44系統を選抜し

た。「日本晴」・「コシヒカリ」では、BILを作成するとともにBC4F1種子を確保した。「コシ

ヒカリ」・「IR64」ではBC2F1種子を得た〔(１)①〕。

・ 独立した2家系で第6染色体に検出されている肉色QTLについて、絞り込まれた領域内約

10cMに位置する遺伝子群より、肉色関連候補遺伝子にアミノ酸置換を伴う変異を検出した。

実験家系で検出された筋肉内脂肪含量に関与するQTLの、近傍マーカーをもとに選抜した

DNAマーカー選抜F3個体の形質調査から、選抜系統間で有意な差を認めた〔(２)①〕。

・カイコ耐病性関連DNAマーカー開発では分子遺伝子地図に340のマーカーを作成した。

土壌細菌BT毒素cry1Abに抵抗性のカイコを探索した結果、20の実用品種で2つの劣性の、12
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の優性の抵抗性品種を見い出した〔(３)①〕。

【研究資源】研究員数：3.6人、非常勤研究員数：0.5人、研究資金：34.6百万円

【論文・特許等】原著論文：2(IF値：合計2.0、平均1.0)、総説等：0、特許等：1

(１)DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

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、DNAマーカーを開発するとと

もに、マーカー選抜育種システムを確立する。

①DNA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)

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。「コシヒカリ」・「Nona Bokra」ではCSSLの 終候補44系統を選抜した。「日

本晴」・「コシヒカリ」では、BILを作成するとともにBC4F1種子を確保した。「コシヒカリ」・

IR64では、BC2F1種子を得た。その他、12組み合わせで戻し交雑を行った。インド型品種「Nona
Bokra」の晩生化に関与する第６染色体短腕のQTLがHd3aではなくRFT1遺伝子であることを、

連鎖解析から証明した。穂ばらみ期の耐冷性遺伝子qCT7及びqRFT6については「ひとめぼれ」

の、いもち病圃場抵抗性遺伝子pi21については、「コシヒカリ」の準同質遺伝子系統の選抜を

開始した。

(２)ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

中期計画：

これまでに得られたQTL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

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DNAマーカーの開発等を推進し、さらにDNAマーカー選

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DNAマ

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)

第６染色体に独立した2家系(イノシシ×ラージホワイト、金華豚×デュロック)で検出され

ている肉色QTLについて、絞り込まれた領域内(約10cM)に位置する候補遺伝子をヒトゲノム

情報やブタEST情報を元に12個抽出した。各遺伝子の多型検索を行い、肉色への関連が考え

られる遺伝子について、アミノ酸置換を伴う変異を検出した。DNAマーカー選抜試験では、

実験家系で第４染色体と第５染色体に検出された、筋肉内脂肪含量に関与するQTL近傍のマ

ーカー遺伝子型をもとに選抜した100頭を越えるF3個体の形質調査を行い、選抜系統間で有意

な差を認めた。DNAマーカーアシスト導入試験では、順調に戻し交配を重ね、次世代で望ま

しいアリルを固定した個体の作出を行う予定である。

(３)カイコの絹の高品質化等に関連するDNAマーカーの開発

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DNAマーカーを開発する。
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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)

独自に開発した方法により作成した分子遺伝子地図のマーカーが340となった。遺伝解析手

法とマーカーを用いて、蛾の寿命を決定する遺伝子の連関群を決定した。食性異常の沢J系統

がLP-1飼料を食べる性質、カイコがCaCO３を食べる性質や B. brougniartiiへの抵抗性等の遺伝

解析を進めた。BT毒素cry1Abに抵抗性のカイコを探索した結果およそ20の実用品種で2つの

劣性の、12の優性の抵抗性を見い出した。小課題B231は進展が遅く、業績が質的に物足りな

い。

３)放射線利用技術の開発

【要 約】

・ソバの抗酸化能は系統選抜よりも個体選抜の方が向上する傾向にあった〔(１)②〕。

・ガンマフィ－ルドから採取したチャ葉の成分分析を行い成分変異体候補系統を選抜した。

選抜対象の重点化のため材料のγ線源からの距離とカテキン含有量の関係を解明した。リ

ンゴのポリフェノール関連突然変異体候補において果実中のポリフェノールオキシダーゼ

活性に差異がみられた〔(１)③〕。

・低グルテリン・低グロブリン・低アミロースのＦ７世代49系統を作物研究所に移譲し、

品種登録のための試験を実施中である〔(３)②〕。

【研究資源】研究員数：7.3人、非常勤研究員数：0人、研究資金：41.0百万円

【論文・特許等】原著論文：0(IF値：合計0、平均0)、総説等：1、特許等：2

(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、各種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)

半致死線量 (LD50) から生存にほとんど影響を及ぼさない範囲での葉緑素変異の頻度は、

100MeVヘリウムイオンが も高く、次に320MeV炭素イオンで、220MeV炭素イオンとガンマ

線は同程度であった。得られた葉緑素変異数に占める、albina、xantha、viridis、その他の出現

比率は、いずれの線種においてもalbinaの出現比率が も高く、viridisがそれに次ぎ、イオン

ビーム間及びガンマ線の間で明確な差異が無かった。ギニアグラスのアポミクシス遺伝子近

傍領域は交叉が抑制されていることが示唆された。また、220MeV炭素イオンビームによるLD50

は約40Gyであった。さらに、フローサイトメトリーを用いた調査で、ゲノムサイズがイネの1.3
倍程度であると推定された。

②効率的な突然変異誘発技術の開発(放射線育種場)

キクについて線量率を変えてガンマ線を15Gy、30Gy、60Gyを照射した結果、総線量が同じ

であれば、線量率が違っても変異頻度は同じであった。一方、総線量が同じであっても線量

率が低くなると核DNA量の減少は小さくなった。このことから、線量率を低くして総線量を

高くすることで、障害の少ない変異体を高い変異頻度で得やすいことが明らかとなった。ソ

バは抗酸化能の向上を目的として選抜した。急照射の場合、系統選抜よりも個体選抜の方が

抗酸化能は向上した。また緩照射の場合も系統選抜よりも個体選抜の方が抗酸化能が向上し

た。個体選抜については急照射区が も抗酸化能が向上した。以上の結果、系統選抜よりも
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個体選抜の方が抗酸化能が向上する傾向にあった。

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)

ナシ「幸水」において自家和合性変異候補部位が3つあった。クワ変異系統へのガンマ線照

射により内層が復帰したと推定される突然変異体を2個体得た。また、これまでに内層及び表

皮からの復帰突然変異体と推定されていた個体から再分化させたシュートの形態はこの推定

を支持するものであった。器官別照射方式の開発として、チャの挿し木・種子に対するイオ

ンビ－ム照射の適正線量の概要を把握した。ガンマフィ－ルドから採取したチャ葉の成分分

析を行い、成分変異体候補系統を選抜した。選抜対象の重点化のため材料のガンマ線源から

の距離とカテキン含有量の関係を明らかとした。リンゴのポリフェノール関連突然変異体候

補において果実中のポリフェノールオキシダーゼ活性に差異がみられた。クワのガンマ線及

び自然突然変異体に野生型品種に比べ、葉の抗酸化能の高い系統があった。小課題B313は、

作出法の開発に直接つながるような実績がない。研究内容のレベルが高いとは言い難く、原

著論文がない。

(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)

ナシ黒斑病耐病性品種「おさゴールド」の不定芽由来個体では、「おさゴールド」及び「二

十世紀」と同じPCRバンドパターンを示すものがあり、「おさゴールド」のキメラ性が確認さ

れ、さらに不定芽利用によりキメラ性の解消が可能であることを示した。「放育印度」の交

配後代における耐病性個体の出現割合は、斑点落葉病り病性品種「印度」の後代より高く、

その耐病性は遺伝するものと考えられた。チャ炭疽病抵抗性検定において、1枚の葉を分割供

試しても結果が安定していることから、このことによる検定法の効率化を行った。また、1個
体を分離・区分けして抵抗性の判定を明確化し、これにより抵抗性素材候補を3系統選抜した。

ガンマ線及びイオンビームを照射したナシ「南水」において黒斑病耐病性変異体は得られな

かった。小課題B321は、網羅的で新たな知見や発見がない。原著論文、学会発表、特許がな

い。到達度が若干低い。研究内容のレベルが高いとは言い難く、計画が達成されたとは見な

しがたい。

(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Lgc1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Lgc1の表現型を付与できることを確

認する。
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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)

ウエスタン法によりLHC（Light-harvesting complex：光補集性複合体）タンパク質ファ

ミリーの老化時の安定性を検討した。その結果、野生型では老化時に全てのLHCファミリー

が分解するのに対し、突然変異体「nyc1」ではLHCIIを構成するサブユニットのうち、「Lhcb5」
サブユニット以外は分解が抑制されていることが判明した。これは老化時のLHC分解は個々

のメンバーに特有の制御を受けていることを示す。

突然変異体「nyc3」の原因遺伝子をマップベースクローニングにより特定した。候補遺伝

子は葉緑体局在型の加水分解酵素をコードしていた。この遺伝子の発現解析を行った結果、

老化時のみならず健常葉でも発現が観察され、サイトカイニンにより発現が顕著に抑制され

ることを明らかにした。

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)

低グルテリン・低グロブリン・低アミロースのＦ7世代49系統を作物研究所に移譲し、品種

登録のための試験を実施中である。イネ突然変異系統についてはガンマ線及びｲｵﾝﾋﾞｰﾑ照射由

来の約6万系統のM2種子を採種し、併せてそのDNA抽出を1/3程度の系統について終了してい

る。突然変異体の逆遺伝学的スクリーニング方法についてはガンマ線誘発突然変異は欠失が

非常に大きいか小さいかに二分される傾向があり、PCR法の適用には不向きであると考えら

れた。そのため、TILLING法を適用し、その検出感度を上げるためにガンマ線照射法を急照

射から緩照射に変更して大きい欠失をできるだけ少なくし、さらに照射時期を減数分裂期以

降に限定しキメラの発生を防ぐことにより、より多くの個体のバルク化を検討中である。

Ｃ 新産業の創出を目指した研究

１)有用物質生産技術の開発

【要 約】

・ダニアレルゲン発現米の免疫寛容効果に対する評価系を構築した。改変Derf2発現米を経

口投与したところ、1週間の経口投与で抗原特異的IgG及びIgEの誘導を抑制することができ

た。Derp1の主要ドメインを発現させた米を経口投与した場合、わずかな抗原特異的IgEやIgG
の低下が見られるのみであった。以上から、ダニ抗原を経口投与することで、免疫寛容を

誘導できることが明らかになった〔(１)①〕。

・積雪地を除く広い地域で安定多収を発揮し人工飼料に添加可能な桑新品種「あやのぼり」

を育成した〔(２)②〕。

【研究資源】研究員数：3.4人、非常勤研究員数：4.0人、研究資金：80.3百万円

【論文・特許等】原著論文：0(IF値：合計0、平均0)、総説等：0、特許等：1

(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

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)

導入遺伝子産物の特定オルガネラでの集積技術の開発では、小胞体内腔のタンパク質のフ

ォールディング及び分別に必須のシャペロンタンパク質の機能解明が望ましい。ミュータン
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トパネルからジスルフィド結合を触媒するPDI(PDIL-3)の変異系統のミュータントホモを選

抜し、種子タンパク質蓄積に及ぼす影響を解析した。各種マウス系統を用いて、免疫方法に

ついて検討を行った結果、CBA/Jマウスに対して腹腔内投与を行うことでDerp1、Derf2抗原に

対する特異的IgE及びIgG抗体の発現を誘導でき、ダニアレルゲン発現米の免疫寛容効果に対

する評価系を構築できた。 改変Derf2発現米を経口投与したところ、1週間の経口投与で抗原

特異的IgG及びIgEの誘導を抑制することができた。 一方、Derp1の主要ドメインを発現させ

た米を経口投与した場合、わずかな抗原特異的IgEやIgGの低下が見られるのみであった。こ

れらの結果から、ダニ抗原を経口投与することで、免疫寛容を誘導できることが明らかにな

った。

(２)遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築と、効率的周年人工飼料育のため

のクワ系統の素材化

中期計画：

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)

16年度までの調査で経口感染性が低かったベクターは、カイコを宿主とするBmNPVと他の

昆虫を宿主とするAcNPVをハイブリッドにしたウイルスから作成された、ハイブリッドベク

ターであった。別種のNPVをハイブリッドにすると、宿主範囲は広がる一方、病原性は低下

することが知られているため、BmNPVとハイブリッドベクターをカイコに注射し、経口接種

において接種源として用いる病蚕体液に含まれるウイルス量を比較した。ハイブリッドベク

ターを注射した病蚕体液内のウイルス量は、BmNPVベクターを用いた場合の約1/100であっ

た。接種源に含まれるウイルス量の不足が、ハイブリッドベクターの経口感染の阻害要因の1
つと推定された。カイコを用いて物質生産を行う場合、カイコのみに感染するBmNPVベクタ

ーを使用すべきであることが示唆された。小課題C121は、計画が未達成で、成果が出ていな

い。システム構築の視点が不十分である。原著論文がない。

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)

3組合せの交雑を行い、1,880本の実生苗を養成し、その中から個体選抜に供試する342個体

を選出した。個体選抜においては、植付3年目の圃場から系統選抜に供試予定の16個体を選出

した。系統選抜においては植付1～5年目の51系統について、「しんいちのせ」及び「みつみな

み」を対照品種として栽培特性の調査を行った。その結果、植付3年目の3倍性系統「本99－02」
は、多収で機械収穫に適した形態的特性性を示したことから系統適応性検定試験候補系統と

して注目された。桑品種改良指定試験の特性検定試験で、「鹿97－05」が強いクワ萎縮病抵抗

性を示した。16年度に人工飼料添加用に適する桑品種として種苗法による品種登録を行った

「あやのぼり」(旧系統名：東90－11)は、17年6月に登録出願が公表された。

２)生体機能模倣技術の開発

【要 約】

・ハロゲン光源、青色発光ダイオードとフォトダイオードを利用したセンサ素子を構築し、
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リポソームでの刺激応答の計測に成功した。また、ラクトース修飾絹フィブロインが線維

芽細胞の培養基材として絹フィブロインより適していることが示された〔(１)①〕。

・飛翔行動の神経電位活動を測定する多チャネルマイクロ電極をエポキシ樹脂で製作した。

この電極の電気特性は良好で、羽ばたき運動中のカイコガから背縦走筋の筋電位を4チャネ

ルで同時計測できた〔(２)①〕。

【研究資源】研究員数：2.7人、非常勤研究員数：0人、研究資金：8..4百万円

【論文・特許等】原著論文：2(IF値：合計0、平均0)、総説等：0、特許等：0

(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

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)

ハロゲン光源あるいは青色発光ダイオードとフォトダイオードを利用するセンシングデバ

イスを構築し、表面処理したフォトダイオード表面に固定化したリポソームによるセンシン

グに成功した。脂質膜とMOSFETから構成される受容タンパク質利用センシング用デバイス

の構築手法を確立し、高感度な刺激応答検出が可能であることを確認した。ラクトース修飾

絹フィブロインを基材に用いて一週間培養したマウス線維芽細胞の細胞数及び細胞形態の経

時変化を調べた結果から、修飾絹フィブロインが絹フィブロインより細胞増殖に適している

ことが示された。リポフェクション法によりカイコ絹糸腺に一過性に外来遺伝子を導入でき

ることを確認し、リポソーム注入量等の 適化が完了した。

(２)微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

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)

エポキシ樹脂製マルチチャネルマイクロ電極を設計し、製作した。電極表面はポリイミド

で絶縁処理を施して、生体内でチャネル間信号の混信が起きないようにした。電極インピー

ダンスや位相角等の電気特性を調べたところ、筋電位や神経電位等の生体電気信号の周波数

領域では良好な特性を示した。羽ばたき運動中のカイコガから背縦走筋の筋電位を計測した

ところ、４チャネル同時計測でき、SN比も昨年より格段に向上した。

３)生物機能の改変による新規用途生物の開発

【要 約】

・天敵昆虫ヒメハナカメムシ類の核とmtDNAにおける多型的DNA部位を検出し、系統関係
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を解析するためのマーカーの有効性を確認した。ハダニに加害されたチャが、天敵カブリ

ダニを誘引する揮発性化学物質を放出することを明らかにした〔(１)①〕。

・3分子種のP450分子種を導入した形質転換体を水田に近い特定網室で栽培し、除草剤であ

るアトラジン、メトラクロールに対する環境付加軽減能の比較評価を行った。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と比較して、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判明し、環境負荷化学物質軽減作

物としての利用が期待できた〔(２)①〕。

【研究資源】研究員数：3.7人、非常勤研究員数：0.1人、研究資金：22.9百万円

【論文・特許等】原著論文：8(IF値：合計10.0、平均1.3)、総説等：3、特許等：0

(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、DNAマーカーを用いた非休眠性等の有

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)

ヒメハナカメムシ類の核とmtDNAにおける多型的DNA部位を検出し、系統関係を解析する

ためのマーカーとしての有効性を確認した。これらDNAマーカーを幅広い昆虫類に適用する

ための方法も検討した。ケナガカブリダニの行動特性の違いがハダニ制御効果等に影響を与

えることを明らかにした。ハダニ加害植物への応答は、複数の揮発性化学物質の学習による

ものと考えられた。DNAマーカーを利用した解析により、カブリダニの遺伝的多様性を長期

間維持できる室内飼育方法を明らかにした。ケナガカブリダニの飼育個体数による遺伝的多

様性の変化をマイクロサテライトマーカーで測定したところ、個体数が少ないほうが遺伝的

多様性の減少が大きかった。タイリクヒメハナカメムシ野外個体群間の遺伝的変異をマイク

ロサテライトマーカーにより解析した結果、100km程度離れた個体群間でも差が検出されな

かった。

(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)

3分子種のP450分子種を導入した形質転換体を、特定網室でより水田に近い条件下のもとで

栽培し、除草剤であるアトラジン、メトラクロールに対する環境負荷軽減能の比較評価を行

った。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と比較して、

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判明し、

環境負荷化学物質軽減作物としての利用が期待できた。 また、3種類の遺伝子(carAa, carAc,
carAd)及び2種類の遺伝子(carAa, carAc)を組み込み、さらにapoplast及びcytosolへの移行性シ

グナルを付けたバイナリーベクターを合計4種類構築した。これらのベクターを用いてキュウ
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リへの遺伝子導入を行い組換えキュウリを作出した。

４)新素材及び新蚕糸技術の開発

【要 約】

・カイコ育種素材248系統の試験育を実施し、これまでに構築したカイコ遺伝資源ＤＢに加

え育種素材系統英文版を公開した〔(１)①〕。

・フィブロインスポンジの固さが繊維芽細胞の増殖に影響を与える可能性が示唆され、そ

の原因の一つとしてスポンジの多孔質構造の変化が考えられた〔(３)①〕。

・セリシンホープの天然構造・熱分解挙動を明らかにするとともに、側鎖にリン酸基を有

する改変セリシンを作出した。1台の繰糸機で嵩高性や偏平性等５種の形態に関する生糸を

繰製可能な装置を開発した。1本の繭糸で人工皮膚及び人工血管用基材に適用でき素材を創

出する方法を開発した〔(４)②〕。

・新素材の開発基礎研究では、生体に安全な溶媒系を使い、ホーネットシルクを粉体、フ

ィルム等各種形態への成形する方法を確立した。また、ジョロウグモの糸タンパク質の遺

伝子解析から、アミノ酸配列の一部を明らかにした〔(３)①〕。

【研究資源】研究員数：18人、非常勤研究員数：0人、研究資金：59.3百万円

【論文・特許等】原著論文：15 (IF値：合計15.0、平均1.0)、総説等：1、特許等：2

(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)

「セリシンホープ」のセリシンを使った食品や化粧品を試作した。また、広食性遺伝子の

導入を試みた。さらに、カロチノイドを分泌するセリシン蚕を育成し、一頭当たり約2.5mgの
カロチノイドを含む50mgのセリシン繭を安定して生産でき、セリシンフラボほどではないが、

抗酸化性や抗菌性、紫外線吸収性が若干高まっていた。セリシン溶解性、繭糸強度や強健性

は、素材化に個体の選定が必要であることがわかった。捕捉日射量を変数とした、推定値が

実測値の５%以内となるクワ乾物生長予測モデルを開発した。また、クワ側芽は昼間の温度

が33℃を超えると再発芽する事や、桑品種によって繭収量が異なることがわかった。カイコ

育種素材248系統の試験育を実施し、検索機能を付加した英文版データベースを公開した。

(２)キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

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)
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ミクロスフェア、臭化リチウムの添加によって多孔質ミクロスフェアを調製した。テオフ

ィリンの放出は無細孔と比べて速く完了し、粒径が小さいほど放出は速かった。超臨界二酸

化炭素による脂質の抽出、カブトムシ幼虫クチクラから、超臨界二酸化炭素によってオレイ

ン酸、パルミチン酸とリノシール酸が抽出された。絹膜の生分解、絹膜をプロテアーゼで生

分解する前後でチロシン残基の分子環境がどのように変化するかをラマンスペクトルで分析

した。850と830cm-1に現れるピークの強度比は、1.83から3.04に増加し、絹分子から突き出た

チロシン残基が先ず酵素作用を受け、チロシン残基の分子環境は次第に疎水的になることが

示唆された。

(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、

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)

RT-PCRより得られたセリシンＡの一次構造は、1,271アミノ酸からなり44%のセリン残基を

含むものであった。分子内には86残基周期の反復配列が存在した。セリシンMはセリシンＡ

より結晶化しやすく不溶化しやすいことが、フィルムの湿熱処理により確認された。電顕観

察により、後部絹糸腺由来フィブロインがリン脂質膜を貫くことを立証した。オートクレー

ブ処理後の再生絹フィブロインもリン脂質膜を貫く現象が観察された。ホーネットシルクを、

生体に対して安全な溶媒系を使って精製する新たな素材化プロセスを確立し、血清存在下に

おける高い細胞非接着活性を有することを見出した。ジョロウグモの糸タンパク質のアミノ

酸配列を明らかにした。クモの糸の柔軟性はシート構造を含む2次構造の変化と、熱力学的な

作用が関与することが示唆された。フィブロインスポンジの圧縮弾性率が繊維芽細胞増殖率

に影響を与える可能性が示唆され、柔らかいスポンジほど増殖率が高い傾向にあることがわ

かった。スポンジ構造のフィブロイン2次構造が経時的に変化することが固体NMR解析より

確認された。

(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。

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)
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核磁気共鳴法により、セリシンの天然構造・熱分解挙動を明らかにするとともに、側鎖に

リン酸基を有する改変セリシンを作出した。古代甲冑に用いられている繭糸の特性を明らか

にするとともに、現有する蚕品種「小石丸」、「大草」、「紹興」について生糸の性状評価を行

った結果、江戸時代のものに近い性状であることがわかった。絹、綿、毛を高温で焼成して

特性評価を行ったところ、細菌に対する抗菌活性はいずれの繊維にも認められ、絹の活性値

が も大きかった。1台の繰糸機で嵩高性のもの偏平なもの等、5種の形態の生糸を繰製でき

る装置を開発した。1本の繭糸で人工皮膚及び人工血管用基材を創り出す方法を開発し、精練

(セリシン除去)後、フィブロイン溶液を定着させることにより、フィブロインのみで形態を

固定させる方法を開発した。

Ｄ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発

１)生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

【要 約】

・オオムギ条性遺伝子vrs1を単離することに成功し、222アミノ酸残基からなる転写因子を

コードしていることを明らかにした。サトウキビ属について葉緑体ゲノムの多様性を利用

して系統解析を行い、属内6種を明確に分類した系統樹を初めて作成した〔(１)①〕。

・イネ白葉枯病菌のマクロアレイ解析により、hrp遺伝子群に属さない6つの遺伝子を同定

し、そのうちの2つには転写開始点の上流にHrpXが認識する共通配列(PIP Box)が存在して

いることを明らかにした〔(１)②〕。

・インゲンマメ及びササゲの21種類のSSRマーカーをアズキ連鎖地図に集積した。これま

でに構築した3種類の連鎖地図情報を統合し、全長が約854cM、マーカー総数が896個のア

ズキコンセンサス連鎖地図を構築した〔(２)①〕。

・動物遺伝資源では、遺伝的特性を維持しつつ繁殖形質を改良するため、種畜候補個体に

のみ改良方向に対する制限を付加した 良線形不偏予測法（P-RBLUP法）を開発した。植

物遺伝資源では、マイクロアレイのシグナルを確率分布として表す方法を用いて、発現が

日周変動するイネ遺伝子の候補を選定した〔(２)②〕。

【研究資源】研究員数：16.35人、非常勤研究員数：4.9人、研究資金：158.8百万円

【論文・特許等】原著論文：34(IF値：合計40.7、平均1.2)、総説等：16、特許等：7

(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、DNA塩基配列情報に基

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)

イネ属における種子タンパク質を解析し、O.altaのグルテリン酸性サブユニットの特徴と、

O. officinalis complexを含む３系統で調節領域のプロラミンboxに変異があることを明らかにし

た。染色体の分子構造に基づき、祖先イネを栽培イネ日本型亜種に近縁な系統群、インド型

亜種に近縁な系統群、これらの中間型の系統群の3集団に分割した。サトウキビ属については、

葉緑体ゲノムの多様性を利用して属内の系統解析を行い、サトウキビ属6種を明確に分類した
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初の系統樹を作成した。オオムギ条性遺伝子vrs1を単離することに世界で初めて成功し、222
アミノ酸残基からなる転写因子をコードしている事を明らかにした。

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)

イネ白葉枯病菌のゲノム全体を網羅するマクロアレイシートを作成し、それによってhrpX
遺伝子またはhrpG遺伝子の制御下におかれる遺伝子について野生株との発現量の比が3倍以

上となる遺伝子領域を解析した結果、hrp遺伝子群に属さない6つの遺伝子を同定した。その

うちの2つには転写開始点の上流にHrpXが認識する共通配列(PIP Box)が存在していることを

明らかにした。2成分制御システムに関わるセンサー遺伝子と予測された48個を選抜し、42遺
伝子については相同組換え法により遺伝子破壊株を作出し解析した結果、XOO2724(rpfC)と
XOO3712及び3714の3つのセンサーが病原性に関与していることを明らかにした。また、マク

ロアレイ解析用のツールとしてクローンとORFを効率的に管理するためのビューワーと発現

結果を表示するためのビューワーの開発を行った。

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)

糸状菌ではダイズSDS関連菌種についてこれまでに新種記載を行った5種に加え, 新たにア

ルゼンチン及びブラジル産の１新種を見い出した。ダイズSDS関連菌種、ムギ類赤かび病関

連菌種について複数の遺伝子領域についてDNA塩基配列データを得、種特異的配列を探ると

共に、F. graminearum, F. asiaticum, F. cerealis について Histone H3、MAT、reductase の3遺伝子

領域における種特異的DNA塩基配列を精査し、迅速な種同定のために種特異的PCRプライマ

ーを設計し、その実用性について検討した。Xanthomonas 属細菌では、X. axonopodis 各病原型

を対象とし、病原性遺伝子hrpXと必須な遺伝子gyrB間の分子進化について比較解析し、少な

くとも3つのサブグループに類別されることが明らかになった。また、X. oryzae の2つの病原

型を同定するプライマーを設計した。

(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)

インゲンマメ及びササゲの21種類のSSRマーカーをアズキ連鎖地図に集積した。これまで

に構築した3種類の連鎖地図情報を統合し、全長が約854cM、マーカー総数が896個のアズキ

コンセンサス連鎖地図を構築した。これまでにアズキで作成した292種類のSSRマーカー、462
個のAFLPマーカー、他のマメ科作物由来の21種類のSSRマーカー及び121個のRFLPマーカー

のゲノム分布が明らかになり、インゲンマメの連鎖地図との対応関係を推定できた。ダイズ

については、遺伝子拡散が検出可能で、かつダイズゲノムを幅広くモニターできるマイクロ

サテライトマーカーを作成し、これらを用いて自生集団内で見つかった形態的中間体が、栽

培ダイズと野生ダイズの自然交雑に由来すること、また野生ダイズ集団内の自然交雑率が平

均約3％であることを明らかにした。
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図８ アズキ(n = 11)の基本連鎖地図の一部

赤：SSR(マイクロサテライト)マーカー、青：RFLPマーカー、黒：AFLPマーカー

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)

動物遺伝資源では、遺伝的特性を維持しつつ繁殖形質を改良するためには、種畜候補個体

にのみ改良方向に対する制限を付加した 良線形不偏予測法(P-RBLUP法)を用いることが有

効であった。コンピュータシミュレーションによる数値実験の結果、P-RBLUP法は産子数の

ような遺伝率の低い形質に対して特に高い効果を示した。したがって、P-RBLUP法による種

畜の選抜は、小集団の維持を効率的に実施できると結論づけた。植物遺伝資源では、マイク

ロアレイのシグナルを一つの定量値ではなく実験誤差を考慮した確率分布として表す方法を

開発し、イネのマイクロアレイ実験データに適用して遺伝子のクラスタリングを行ったとこ

ろ、発現が日周変動する遺伝子の候補をより多く選定できた。

(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

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。

②植物の限界環境適応機構に関わる分子機能の多様性解析(遺伝資源研究グループ)
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ブロムグラス由来低温誘導性分泌型キチナーゼ遺伝子を導入したブロムグラス細胞を解析し

たところ、発現されたキチナーゼは、キチナーゼ活性はあったが、各種条件下でも不凍活性

はなかった。ノーザン解析の結果、本遺伝子は低温や高温で発現するが、ABAやジャスモン

酸、塩処理等では発現しないことがわかった。本遺伝子を導入したイネでは、野生型より若

干生育がよいことがわかった。新規の氷核活性物質の特許申請を進めている。オオムギ品種

「アズマムギ」(秋まき性)×「関東中生ゴール」(春まき性)の交配から組換え自殖系統99系
統を作成し、圃場に秋播きし、穂期関連QTLの解析を行った結果、新規の未知遺伝子を含む5
つの出穂期関連QTLをマッピングすることができた。

(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)

イネいもち病菌と非病原性菌(Aspergillus属菌)の遺伝子比較により、いもち病菌特異的な病

原性関連遺伝子の抽出と機能解析を行った。その結果、糸状菌の菌糸生長、胞子形成、交配

を制御する転写因子が、イネいもち病菌では代謝を制御しており、いもち病菌の付着器への

機能付与を行っていた。イネ穂いもち圃場抵抗性遺伝子Pb1の座乗領域を35kbまで限定した。

この領域には、LZ-NBS-LRR class RGA及びretrotransposon等6個の遺伝子が予測され、これらの

相補性試験に着手した。酵母キラータンパク質による増殖抑制には標的細胞のcell-wall integrity
に関わるMAP kinase経路活性化が必要であった。光合成細菌と各種酸生成細菌との混合培養

により従来の報告を大きく上回る水素発生効率を得た。

(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

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)

ヌードマウスの腎皮膜化に移植した原始卵胞卵母細胞に種々のホルモン処理を施した結果、

卵母細胞へ減数分裂再開能を効果的に付与し初期胚への発生能を改善できる処理は、2週間の

卵胞刺激ホルモンの投与であることを明らかにした。また、ヌードマウス体内で成熟させた

精子を卵母細胞に顕微的に注入した後、成雌ブタの卵管内に移植した結果、6頭中1頭で受胎

が示唆された。マイクロチップの流路に精子を流すことにより、マイクロチップ内で受精及

び胚発生を進行させることに成功した。FKBP6の野生型遺伝子をFKBP6欠損精巣内で発現さ
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せる目的で、野生型遺伝子を組み込んだプラスミドを精細管に注入し電気融合を行った。

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)

イネ属Cゲノム種の標本及び遺伝資源収集地情報と気象データ(年平均気温と年間降水量)

をGIS(地理情報システム)ソフトを用いて生態地理学的解析を行い、各種の分布地点及び潜

在的分布域を図示した。その結果、生息域内保存に重要な地域が明らかになった。アズキ亜

属に関して、新たに収集したラオスとミャンマーの遺伝資源を用いて、RAPD、AFLP及びSSR
によるDNA多様性解析を行い、これまでに収集した遺伝資源との類縁関係や多様性の程度及

びその地理的分布を明らかにした。その結果、ミャンマー南部で収集した未同定系統群が、

これまで知られている種には見られない独自の遺伝変異を持つことを明らかにした。イネ属、

アズキ亜属ともに、これまでのDNA多様性解析、現地調査情報を総合して生息域内保存のコ

ア集団を決定した。

２)実験用動植物の開発

【要 約】

・ミュータントパネルから1系統当たり25個体ずつ生育させ、幼苗期、栄養生長期、出穂期、

登熟期の各時期に、計19日の観察を行い、1455件の画像データを含む表現型情報を取得し、

データベース化した〔(１)①〕。

・遺伝疾患解析のためにY染色体のみが異なるマウス群を17系統作出し、そのうち12系統

が疾患発症型であることを明らかにした。ウイルス感染抵抗性遺伝子Mxを導入した疾患モ

デルマウス16系統を作出した〔(２)①〕。

【研究資源】研究員数：3.0人、非常勤研究員数：0.6人、研究資金：20.3百万円

【論文・特許等】原著論文：8(IF値：合計24.8、平均3.1)、総説等：0、特許等：1

(１)ミュータントパネルの作出

中期計画：

合計4万系統の作出を目標に、イネ・レトロトランスポゾンTos17による遺伝子破壊系統

(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)

17年度は621系統の残量の少なくなった系統に関して増殖を行った。1系統当たり25個体ず

つ生育させ、幼苗期、栄養生長期、出穂期、登熟期の各時期に、計19日の観察を行い、1,455
件の画像データを含む表現型情報を取得してデータベース化した。データベースをPostgreSQL
Ver.8.1.1にアップグレードした。取得したデータはミュータントパネルデータベースより公

開済みである。

(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。
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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)

代謝異常症モデルマウスを用いた遺伝解析について、合計17系統に由来するY染色体の比

較から、疾患発症型Y(12系統)と非発症型Y(5系統)の存在を確認した。また、Y-Dh/+系統間

にのみ精巣重量の差が認められたが(Y-+/+系統間には認められない)、疾患発症型とは相関し

なかった。したがって、Dhは2つ以上のＹ染色体遺伝子と相互作用することが明らかとなっ

た。また、感染症モデルマウス開発のため、ウイルス感染抵抗性遺伝子Mxを導入したモデル

マウスを16系統作出した。

(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)

核移植に体外成熟卵子を用いる場合、成熟過程における卵子の老化を防ぐことが重要であ

る。カフェインは、卵子の老化に伴う細胞質中のmaturation promoting factor (MPF)の低下を抑

制することから、カフェイン添加による核移植胚の発生能を調べた。その結果、カフェイン

の添加により、時間を経た卵子における異常分割が抑制され、体細胞核の染色体様形成が維

持されることが明らかになった。また、体外成熟卵子の成熟過程において重要な働きをして
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いる卵丘細胞の機能を明らかにするため、マイクロアレイにより体外成熟培養前後における

遺伝子群の発現の変化を調べた。その結果、成熟の前後期それぞれにおいて特徴的に発現す

る遺伝子群が明らかになった。

３)組換え動植物作出のための基盤技術の開発

【要 約】

・シロイヌナズナのRad51Cの変異体は相同組換え頻度が低下すること、Rad51Cが減数分裂の

進行に必須なこと、Rad51Cはホリデージャンクションの解消に関わること等がわかった。

また、サイクリンB1:1が相同組換えを制御している可能性が示された〔(２)①〕。

・吸水させたコムギ、ダイズ、イネ、ハクサイ、ソルガム等の完熟種子をアグロバクテリ

ウムの菌液に浸して減圧処理を施し、減圧解除後にエレクトロポレーションを行った。約1
週間の育成を経てGFP遺伝子の発現を確認し、一過的な発現データを取りまとめて「新規

遺伝子導入方法」という位置づけで特許出願を行った〔(３)①〕。

・西洋ナタネと在来ナタネでは異種にして容易に交雑し雑種ができるが、雑種強勢は見ら

れず、雑種の花粉稔性は低下する傾向にあった。また雑種種子は莢内で発芽しやすい傾向

があり環境適応度が高まることはないと考えられる〔(６)①〕。

・トランスポゾンによる組換え昆虫の作出では、これまでに開発した技術を総合し標準シ

ステムを完成させた。本システムを用いて、新たに遺伝子導入ベクターを開発するととも

に、多くの遺伝子を導入したトランスジェニック系統の作出に成功した。また、昆虫の遺

伝子機能の解析のためのエンハンサートラップ系についてはジャンプスターター系統を作

出した〔(４)①〕。

・カイコ胚子由来の無血清培地培養細胞株の作出と細胞増殖能並びにBmNPV組換えウイル

スの発現能に優れた無血清培地を作出した〔(４)②〕。

【研究資源】研究員数：15.1人、非常勤研究員数：3.5人、研究資金：134.6百万円

【論文・特許等】原著論文：5(IF値：合計18.4、平均3.7)、総説等：0、特許等：10

(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)

当研究の過程で、アグロバクテリウム内バイナリーベクターのコピー数と植物に組込まれ

るT-DNAコピー数との間に正の相関が示唆されたため、アグロバクテリウムでプラスミド複

製に関与するrepA遺伝子の低コピー変異型を有するミニバイナリーベクター(骨格サイズはわ

ずか4～5kb)を構築して植物に導入し、形質転換体を得た。16年度マイクロアレイ解析によっ

て選抜された幼穂特異的発現遺伝子のプロモーターにGUS遺伝子を連結し、イネに導入した。

また、ノーザン解析でサイトカイニンによって発現量が増加することが明らかになったイネ

遺伝子の約2.1 kbのプロモーター領域をGUS遺伝子に連結し、イネに導入した。GUS活性を指

標に、本プロモーターが維管束基部並びに発根直後の根において機能すること、根端におい

てはサイトカイニン処理で活性化されることを明らかにした。

(２)高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析
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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)

シロイヌナズナのRad51Cの変異体は相同組換え頻度が低下する事、Rad51Cが減数分裂の進

行に必須な事、Rad51Cはホリデージャンクションの解消に関わる事がわかった。また、サイ

クリンB1:1が相同組換えを制御している可能性が示された。 近酵母のRad54遺伝子をシロイ

ヌナズナにおいて過剰発現させるとジーンターゲッティング頻度が飛躍的に向上する事が報

告されたが、我々はシロイヌナズナのRad54変異体は正常に生育する事を見出し、また酵母、

植物のRad54遺伝子を過剰発現させるベクターを構築し、アラビドプシス、イネに形質転換

した。

(３)コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

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)

吸水させたコムギ、ダイズ、イネ、ハクサイ、ソルガム等の完熟種子をアグロバクテリウ

ムの菌液に浸して減圧処理を施し、減圧解除後にエレクトロポレーションを行った。約１週

間の育成を経てGFP遺伝子の発現を確認し、トランジエント(一過的な)発現データに基づき、

「新規遺伝子導入方法」という位置づけで特許出願を行った。ダイズ高感染性アグロバクテ

リウムKAT23株Soy2株の感染特異性を調べたところ、KAT23株はEHA105株の野生株C58株よ

りダイズへの感染性が高い結果を得た。KAT23株の病原性をなくしたSoy2株を用いたダイズ

への形質転換の実験系を作るために工夫した。小課題D331は、ダイズの形質転換実験系の作

出に至っていない。到達度が若干低い。次期においては本課題を中止する。なお、豆類高感

染性アグロバクテリウムの選抜と、その病原性除去までの結果をまとめて報告する。ムギ類

形質転換は、新規にコムギの形質転換技術の開発を進め、パ－ティクルガン法を用いること

により、コムギ形質転換体を獲得できる見通しが得られつつある。植物ゲノム研究ユニット

の次期中期計画において、コムギ等形質転換技術が比較ゲノム解析の重要なツールとして位

置づけられている。今後、ムギ類遺伝子の本格的な機能解明を進めるためにも、ムギ類形質

転換技術をさらに発展させ安定手法として確立していくこととする。

②直接遺伝子導入法の開発 (新生物資源創出研究グループ)

エレクトロポレーションを用いて遺伝子導入したコムギT1世代については、97個体におい

てPCRでnptⅡ遺伝子を確認した。T2世代について供試した3系統の内1系統にG418耐性の個体

を確認し、それら24個体についてPCR検定を行ったところ 23個体でnptⅡの存在を確認した。

国産アグロバクテリウムを利用し、植物ホルモン非依存的に増殖するカルスを得た。また、

サイトカイニン合成酵素とGFP遺伝子をイネ胚盤組織に導入し、GFPを発現するドーム状の(不

定芽原基様)組織を形成させる事に成功した。インジェクション法については、改良等により

一過的発現の効率は上昇したが形質転換体が得られるまでには至っていない。今年度新たに

発芽種子へのアグロポレーション処理を行い、多くの個体において一過的発現が観察された。
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小課題D332は、方法の開発には至っておらず、実用技術になっていない。

(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作出技術の開

発(昆虫生産工学研究グループ)

トランスポゾンによる組換え昆虫を作出するために開発したこれまでの技術を総合し、標

準的なシステムを完成させた。その結果、多くの新たな遺伝子を導入したトランスジェニッ

ク系統の作出に成功した。また、トランスジェニックカイコを用いた組換えタンパク質生産

のためのGAL4/UASシステムを深化し、容易に目的タンパク質遺伝子を導入するベクターを

作出した。さらに、遺伝子機能の解析のためのエンハンサートラップ系についてはジャンプ

スターター系統が作出された。さらに脳神経特異的に働くGAL4-RNAiによる行動遺伝子解析

系を確立するとともに、ヒトFMR1遺伝子を導入した組換え昆虫を作出した。

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

産工学研究グループ)

SV40-T遺伝子導入による昆虫の血球細胞の株化誘導は見られなかった。新たに作出された

数種の培養細胞株の特性解明が進んだ。カイコ卵巣由来細胞株BmN4細胞を脂肪細胞へ分化

誘導する薬剤の影響は、脂肪蓄積に3種の薬剤(インシュリン、デキサメタゾン、IBMX)の強

い誘導が示され、デキサメタゾン単独でも形態変異に一定の効果を示した。BmFABP1遺伝子

のプロモーター領域の詳細な解析によって、この遺伝子の発現を抑制する領域が見つかり、

その配列を含むオリゴDNAを用いたゲルシフトアッセイによりこのオリゴDNAに結合するタ

ンパク質が昆虫のBmN4細胞の抽出液中に存在することがわかった。新たにカイコ胚由来の

無血清培養細胞系を樹立し、細胞系による効率的なバキュロウイルス発現系を開発した。免

疫誘導される抗菌活性遺伝子の研究ではプロテアーゼによる阻害の有無が見られ、免疫誘導

様式に2種類あることがわかった。実験系として昆虫細胞株(Cam)のクローンを複数選抜し、

セクロピンB発現の誘導性を確認した。

図10 カイコ無血清培養細胞株(左)及び細胞内での核多角体ウイルス多核体の形成(右)



－ 61 －

(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組換え体作出技術の開発(新生物資源創出研究グループ、生理機能研究

グループ)

葉緑体への遺伝子導入用として変異型アセト乳酸合成酵素遺伝子(mALS)をマーカーとした

ベクターを作製した。またNPTII遺伝子の核導入時の発現を抑制するコンストラクトをイネ及

びタバコに導入した。雄性不稔誘導では、単離13種のプロモーターに雄性不稔誘導用遺伝子

(RNS2、CysP1、CP3、BI1、LSD1)を連結しシロイヌナズナに導入したところ、A9::CysP1で効

果がみられた。酵母由来の部位特異的組換え酵素を、イネカルスで発現させることにより高

い頻度でマーカー遺伝子の除去を起こすイネ系統、時期・組織特異的プロモーターで発現さ

せることにより次世代までにマーカー遺伝子の除去を起こす系を確立した。多重遺伝子導入

用にホモ化個体を得るため選抜マーカーとしてS627I 1点変異ALS遺伝子を持つpMHL7133ベク

ターで形質転換したイネ及びS627I 1点変異ALS遺伝子を持つpPALSベクターPSR-03(実用化ベ

クター)並びにP171H/R172S ２点変異型ALS遺伝子を持つpMHL7133ベクターで形質転換した

イネを作出した。一方、P171H/R172S 2点変異型ALS遺伝子を選抜マーカーとするpTNベクタ

ー(実用化予定)を作製した。

(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)

西洋ナタネと在来ナタネでは容易に交雑し雑種ができるが、雑種強勢は見られず、雑種の

花粉稔性は低下する傾向にあった。雑種種子は莢内で発芽しやすい傾向があり環境適応度が

高まることはないと考えられた。カイコ雄・クワコ雌間で生殖的隔離が存在することが示唆

されたが、その他の雌雄組合せでは、完全な生殖的隔離は存在しなかった。また、カイコと

クワコとの間で、ミトコンドリアcox1遺伝子部分配列は有意な差を示した。その要因として

ヴォルバキアの感染を検討したところ、カイコでの感染は確認できなかったが、クワコでは60
％で感染を示すPCR増幅サンプルを得た。GFP遺伝子を導入したカイコで、4～5齢期におけ

る蚕糞中へのDNA漏出を個体ごとに調査したところ、GFPのDNA漏出に個体差が認められた

が、腸内細菌由来のDNAから、組換えカイコ由来のGFP遺伝子DNAは検出されなかった。GFP
遺伝子を導入したカイコ幼虫で増殖したNPVの多角体をカイコ４齢幼虫に食下させ、病死虫

から多角体を精製して抽出したDNAにはGFP遺伝子特異的な断片は検出されなかった。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

【要 約】

・ミャンマーで野生イネ等106点及び野菜類179点、ベトナムでヤムイモ類７点、台湾で茶
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もち病菌の共同探索、国内でのバクテリオファージの収集等、国内外の在来遺伝資源の収

集や移譲により植物約3千点、微生物約1千株、動物20点(新規10点)を受け入れ、目標数を

概ね達成した〔(１)①〕。

・植物部門では、コアコレクションの作成を進め、DNA多型情報を基に選定した世界イネ

・コアコレクションと日本在来イネ・コアコレクションは種子を増殖し参考配布を開始し

た〔(１)②〕。

・イネゲノム配列に高度かつ精度の高いアノテーション(生物学的注釈)の付与したRAP
(Rice Annotation Database)を公開した〔(２)②〕。

【研究資源】研究員数：24.15人、非常勤研究員数：4.1人、研究資金：158.0百万円

【論文・特許等】原著論文：9(IF値：合計12.4、平均1.4)、総説等：3、特許等：1

(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、FAOにおける国際的枠組みとの連携・協力や生物多様

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106点及び野菜類179点、ベトナムでヤムイモ類7点、台湾で茶もち

病菌の共同探索、国内でのバクテリオファージの収集等、国内外の在来遺伝資源の収集や移

譲により植物約3千点、微生物約1千株、動物20点(新規10点)を受け入れ、目標数を概ね達成

した。なお、ロシアと協力してサハリンでダッタンソバの探索を行ったが、収集はできなか

った。中国新彊ウイグル自治区では果樹遺伝資源を、パプアニューギニアではマメ類、野生

イネ等を対象に共同現地調査を行い、後者は合意に基づいて国内に導入した。ミャンマーか

ら導入したイネ遺伝資源約250点と果樹類約40点を無毒化し、イモ類5点の無毒化を継続実施

中である。IPGRIからの委託によりアジアのエゴマとハトムギ遺伝資源の保存と利用に関し

て多様性を明らかにし、日本在来エゴマに関する集団遺伝学的解析から硬実エゴマ集団は半

栽培的な農家保存によって多様性が維持されていることを明らかにした。新しいダイコン炭

疽病菌を収集し再同定を行い、キンギョソウ炭疽病の原因菌Colletotricum destructibumを同定

した。

②遺伝資源の特性評価・素材化とタンパク質・核酸情報に基づく特性評価法の高度化(ジーン

バンク、ゲノム研究グループ)

植物約20万点(延べ項目数)、微生物約7千点、動物約800点の特性調査を行うとともに、近

縁野生種等を用いて育種素材化を進めた。植物部門では、コアコレクションの作成を進め、

DNA多型情報を基に選定した世界イネ・コアコレクションと日本在来イネ・コアコレクショ

ンは種子を増殖し参考配布を開始した。世界イネ・コアコレクションを用いて連鎖不平衡解

析による対立遺伝子検索を開始し、モチ性や低アミロース性の澱粉粒結合型澱粉合成酵素遺

伝子の変異を解析した。また、QTL分析により根組織構造の形態変異に関連する染色体領域

を検出した．Aゲノム野生稲のコアコレクション作成を開始した．微生物部門ではカボチャ

白斑病菌とラナンキュラス株枯病菌の病原特異性を明らかにし、ジーンバンク所蔵のバクテ

リオファージについて形態的特性解析を行った。動物部門では、ベトナム、インドネシアの

在来鶏及び日本鶏のマイクロサテライトDNAによる評価を行い卵殻強度に関連する形質の
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QTL遺伝子領域を決定した。また、名古屋種、比内鶏等、在来鶏を用いて生産される銘柄鶏

肉(名古屋コーチン)の識別法を開発した。

表９ ブロイラー及び純粋種における、名古屋コーチンの遺伝子型の期待される出現頻度と

識別率、及び実際の判定結果と識別率

(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)

平成17年度末で、植物約23.6万点、微生物約2.2万株、動物878点を保存するとともに、種子

の再増殖等によりアクティブコレクション点数を拡充した。植物部門では、桑冬芽の超低温

保存数を750点とし、イグサでは約40点の培養多芽体を作成するとともに、実用的な超低温保

存法の開発を進めた。また、バレイショ、サトウキビ培養茎頂の超低温保存法の実用化試験

及び開発研究を開始した。微生物部門では糸状菌・細菌・酵母の保存法の評価を行い、ほぼ

100%近い生残率で保存が行われていることを再確認した。Pythium属及びPhytophthora属の計15
種33菌株を液体窒素気相に5年間保存した結果、32菌株の生存が確認された。動物部門では、

ニワトリについて小国、烏骨鶏の始原生殖細胞(PGC)の追加超低温保存を行うとともに、蚕

精液の超低温保存法の改良を試みた。

②遺伝資源の情報管理・提供システムの高度化と遺伝資源情報の公開(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)

17年度は、遺伝資源(植物，動物、微生物)の保存管理と情報の高度化に向けて、遺伝資源

の在庫管理システムの開発・改良及び特性データの統一的管理のためのスキーマ作成、デー

タ管理システムの開発を実施した。また、ジーンバンクホームページの改良を行い、提供デ

ABR495 ABR257 ADL262 ABR15 ABR417

122/122

n n n
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ロードアイランドレッド 17 0 0.250 0.465 1.000 0 100% 0 17 100%
白色プリマスロック（Ａ系統） 20 0.001 0.754 0.055 0.366 0 100% 0 20 100%
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ータの充実化を図った。DNAバンクでは、 新のDNA等情報を収集し、類似性検索及びキー

ワード検索に供した。また、イネゲノム配列に高度かつ精度の高いアノテーション(生物学的

注釈)の付与したＲＡＰ(Rice Annotation Database)を公開した。イネゲノムリソースセンター

では、２次元バーコード管理システム、Web上からの分譲依頼システム、在庫管理データベ

ースシステムの実践的な評価を実施し、問題なく稼動することを確認した。マイクロアレイ

解析においては、質の高いアレイ研究支援体制の整備に努めた。

図11 易変異因子によるアワのアミロ－ス合成遺伝子の多様性と分子進化

左：アワのアミロ－ス合成遺伝子の変異 右：対立遺伝子の地理的分布
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なお、各研究課題について、交付金研究、受託研究、科研費等別に、予算額、研究員数、

ポスドク数(17年度中の雇用が6ヶ月未満は0.5人、それ以上は1.0人とした)、成果等の一覧を

示した(表10)。

Ａ1 21.2 3.0 0.0 319.6 6.7 9.5 3.1 0.6 0.0 343.9 10.3 9.5 22 81.1 3.7 6 0

Ａ2 44.1 8.8 1.1 407.3 17.6 19.3 10.4 0.8 0.0 461.8 27.1 20.4 25 50.6 2.0 5 12

Ａ3 53.2 7.9 1.5 65.2 3.2 2.5 6.6 2.1 0.0 125.0 13.2 4.0 34 157.8 4.6 4 1

Ａ4 33.1 5.8 0.0 47.7 1.6 4.0 8.3 1.3 0.0 89.1 8.7 4.0 10 25.1 2.5 2 3

Ａ5 181.4 30.9 6.0 290.3 15.2 9.1 34.1 4.6 0.3 505.8 50.7 15.4 29 35.7 1.2 9 11

Ａ6 110.4 19.0 4.7 241.1 14.8 14.8 20.0 1.4 0.0 371.5 35.2 19.5 32 65.1 1.8 9 2

Ａ計 443.4 75.4 13.3 1,371.2 59.0 59.2 82.5 10.8 0.3 1,897.1 145.1 72.8 152 415.4 2.7 35 29

B1 38.3 3.1 1.5 77.0 1.7 3.5 0.0 0.0 0.0 115.3 4.8 5.0 3 17.5 3.5 2 10

B2 5.6 0.7 0.0 29.0 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 34.6 3.6 0.5 2 2.0 1.0 0 1

B3 14.2 3.6 0.0 26.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 7.3 0.0 0 0.0 0.0 1 2

B計 58.1 7.4 1.5 132.8 8.3 4.0 0.0 0.0 0.0 190.9 15.7 5.5 5 19.5 2.3 3 13

C1 11.6 2.2 0.5 68.7 1.2 3.5 0.0 0.0 0.0 80.3 3.4 4.0 0 0.0 0.0 0 1

C2 5.0 1.9 0.0 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 2.7 0.0 2 0.0 0.0 0 0

C3 10.1 1.5 0.0 11.2 1.7 0.0 1.6 0.5 0.1 22.9 3.7 0.1 8 10.0 1.3 3 0

C4 42.2 14.0 0.0 15.7 3.6 0.0 1.4 0.4 0.0 59.3 18.0 0.0 15 15.0 1.0 1 2

C計 68.9 19.6 0.5 99.0 7.3 3.5 3.0 0.9 0.1 170.9 27.8 4.1 25 25.0 1.0 4 3

D1 63.2 7.9 1.0 70.9 5.7 3.5 24.7 2.8 0.4 158.8 16.4 4.9 34 40.7 1.2 16 7

D2 15.6 2.4 0.6 3.8 0.2 0.0 0.9 0.4 0.0 20.3 3.0 0.6 8 24.8 3.1 0 1

D3 49.2 9.4 0.4 82.2 5.5 2.8 3.2 0.3 0.3 134.6 15.2 3.5 5 18.4 3.7 0 10

D計 128.0 19.7 2.0 156.9 11.4 6.3 28.8 3.5 0.7 313.7 34.6 9.0 47 83.9 1.8 16 18

E計 100.2 19.9 3.1 57.5 3.9 1.0 0.3 0.1 0.0 158.0 23.9 4.1 9 12.4 1.4 3 1

合計 798.6 141.9 20.4 1,817.4 89.9 74.0 114.6 15.3 1.1 2,730.6 247.0 95.5 238 556.2 2.3 61 64

人件費 4,303.9 4,303.9

委託費 548.7 1,625.6 0.6 2,174.9

共通費等 2,130.6 844.0 21.8 2,996.4

総計 7,781.8 141.9 20.4 4,287.0 89.9 74.0 137.0 15.3 1.1 12,205.8 247.0 95.5 238 556.2 2.3 61 64
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２ 専門研究分野を活かした社会貢献

(１)分析、鑑定

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17年度も宮内庁紅

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、蚕や繭の評価鑑定6件、クワ品種の鑑定1件、特殊な植物病原菌

による病害診断等7件を行った。

(２)講習、研修等の開催

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

「昆虫機能研究の進展と病害虫管理等への利用」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、18名の参加があった。産官学のバイオテクノロジー

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6回開催し、延べ117名が参加した(表11)。また、遺伝子組換え作物に関する研修会へ

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47名の講師を派遣した。17
年度より、大学生を対象としたインターンシップ制度を設けて14名を受け入れた。

表11 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 17.10. 4～10. 7 18名

（昆虫バイテク関連）

農林交流センターワークショップ

・「イネオリゴマイクロアレイ解析」(第1回) 17. 5.18～5.20 16名

・「種子への遺伝子導入法の紹介」 17. 6.22 29名

・「生物機能解明のためのプロテオーム解析」 17. 9.28～9.30 8名

・「イネオリゴマイクロアレイ解析」(第2回) 17.10.19～10.21 16名

・「ゲノムインフォマテフィクス」(初心者編) 17.10.27～10.28 18名

・「分子マーカーを利用した有用形質の遺伝解析方法」 17.11. 7～11.11 30名
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②研修生等の受入れ

17年度は、大学、独立行政法人及び公立試験研究機関から講習生104名を受け入れ、技術指

導などを通じて、人材育成、技術水準の向上並びに技術情報の移転に努めた。海外からはJICA、

JIRCAS等から研修生39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(表12)。

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64件については、松本、岡谷キャンパスにおいて面談し対応した。

(３)行政、国際機関、学会等への協力

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11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

総務省、厚生労働省、文部科学省など国の委員等11名、地方公共団体の委員等6名、他独立

行政法人の委員等40名、社団法人・財団法人の委員等22名の延べ79名を派遣し行政等に協力

した。また、延べ92名の職員が国内学会及び国際機関・国際学会の役員・委員等として協力

した。

国際原子力機構 (IAEA)、国連食料農業機関(FAO)、農林水産省、文部科学省などからの

要請に応じて延べ31名の職員を海外で開催された委員会、会議等に専門家として派遣した(表

13)。

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47名を専門家として派遣した。

表12 海外からの研修生の受入

経費負担先 国 人数（名）

国際協力機構(JICA） インド、バングラディッシュ、マダガスカル、 6
タンザニア、タイ

国際農林水産業研究 中国、タイ、エジプト 4
センター（JIRCAS）

日本学術振興会(JSPS) インド、中国、ハンガリー、フィリピン、タ 11
イ、スロバキア、ドイツ、ブラジル

派遣者側負担 インド、中国、メキシコ、ウガンダ、アメリ 15
カ、韓国、ロシア、タイ

ジーンバンク パプアニューギニア、中国 3
合 計 19か国 39
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③放射線依頼照射の実施

放射線育種場において、6独立行政法人研究機関から48件、6公立試験研究機関から27件、3
大学から8件、民間・個人等16か所から41件の依頼を受け、合計124件の一般依頼照射を行っ

た(資料２「遺伝資源の配布及び依頼照射実績一覧」)。この他に協力のために計19件の照射

を行った。

３ 成果の公表、普及の促進

(１)成果の利活用の促進

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9件を選定した。これら

は「平成17年度の主要研究成果」(資料５ 「平成17年度の主要な研究成果」)として印刷・配

布するとともに、所ホ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

表13 海外への専門家派遣

経費負担先 国・地域 件数

国際原子力機構 (IAEA) インドネシア 1
国連食糧農業機関 (FAO） イタリア 1
国際農業研究協議グループ（CGIAR） イタリア 1
国際ﾄｳﾓﾛｺｼ・小麦改良ｾﾝﾀｰ (CIMMIT) フィリピン 1
農林水産省 フランス 1
文部科学省 韓国、マレーシア2,、インド2 5
(独)日本学術振興会 タイ、スロバキア 2
相手側 ポーランド、ラオス2、タイ2、オー 19

ストラリア2、スイス、メキシコ、

モロッコ、中国5、アメリカ、イギ

リス、ミャンマー、インドネシア

合 計 17か国 31
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れた2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(表14)。この結果、5
年間での普及に移しうる成果の合計は22件となり、5年間の目標数10件を上回った。

15年度に選定した成果2件のフォローアップを実施した。普及状況は次のとおり。「ガンマ

線緩照射によるバラの花形および花色突然変異品種の育成」は、農業現場等に普及するため

の実証展示の段階にあり、2品種が「ひたちスマイル」と「ひたちポニー」の販売名で、常陸

大宮市と許諾契約を結び、販売に向けた苗を増殖し、準備中である。「斑入り観賞用パイン

アップルの新品種候補「沖縄16号」」は、農業現場等に普及するための実証展示の段階にあり、

品種名は「ナツヒメ」となり、パイナップル研究会（営農集団）と現地栽培契約を結び、苗

の増殖を図っている。

表14 平成17年度の主要な研究成果

主 要 研 究 成 果 名 分類

カイコ2型濃核病ウイルス抵抗性遺伝子の単離と解析 知的貢献

アズキ連鎖地図の構築 知的貢献と

技術開発

易変異因子によるアワのアミロース合成遺伝子の多様性と分子進化 知的貢献

名古屋コーチンのDNA識別方法 技術開発と

農業生産

細胞内発現抗体(イントラボディ)を用いたタンパク質機能ドメイン解析法の開発 知的貢献と

技術開発

クワは乳液で昆虫の食害から身を守る 知的貢献

カイコ無血清培養細胞株の作出と有用タンパク質大量生産への利用 技術開発と

生物産業

フィトクロム突然変異体を用いたイネの光応答反応の解析 知的貢献

スギ花粉症緩和米のマウスでの有効性確認 技術開発

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。ゲノムリソースセンターの配布可能なリソースは、約32,000クローンのイネ完全長

cDNA、約5万系統のレトロトランスポゾンTos17を用いた遺伝子破壊系統、遺伝子解析材料7
集団であった(表15)。平成17年度(4月～翌年3月)の各材料の配布実績は表16のとおりであった。

イネ完全長cDNAが410件、2,322クローン、Tos17変異系統が178件、946系統、遺伝子解析材料

が47件、2515系統となった。完全長cDNA、Tos17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多かった。また、ＤＮＡバンクでは、イネEST、イネRFLPマーカー、

イネYAC及びブタEST、ブタBACを整備し、配布を実施した。17年度の配布実績は、イネリ

ソースでは、ESTが8件、44クローン、RFLPマーカーが1件、192クローン、ブタリソースでは、

個別BACクローンが2件、135クローン、スクリーニング用BACプールDNAが3件、37セット

であった。ゲノム情報及びゲノム解析ツールをより広く利用してもらうために、17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研修2回とゲノムインフォマティクス

初級編研修1回を行い、合計54名の参加があった。また、マイクロアレイ解析の利用環境を整

備した施設（オープンラボ形式）の利用者は91名であった。ゲノム情報利用研究会等を開催

し、第2回イネアノテーション・つくば会議(RAP2)が16年度のRAP1を経てイネゲノムの全遺

伝子がアノテーションされた。マニラで開催された第5回国際イネ遺伝学会に合わせて、主要

なイネ研究者がイネアノテーション・マニラ会議で議論を行い、この結果と合わせて2006年2
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月1日～3日に農林水産センター電農館で第2回イネアノテーション・つくば会議(RAP2)を実行

した。新規に決定された完全長cDNA両端配列等もデータセットに加え、遺伝子座として51,498
が予測され、そのうち31,507において発現が確認された。約6,000の遺伝子座で新規もしくは

更新されたアノテーション情報があったためこれらを全て精査し、イネの全遺伝子アノテー

ションを更新することが出来た。約50人が、以下の国もしくは地域から参加した：Canada,
China, France, Germany, India, Japan, Philippines, Switzerland, Taiwan, UK, USA

表15 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、370.7Mb(95.3%)を完全解読

（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55％を完全解読

完全長cDNA 約32,127クローンの配布可能

遺伝地図 染色体部分置換系統群 2種類93系統

戻し交雑自殖系統群 3種類365系統

半数体倍加系統群 1種類210系統

ミュータントパネル ミュータントパネル 約5万系統

表現型データベース 約4万系統

破壊遺伝子データベース 約6千系統(約2万件）

プロテオーム ２次元電気泳動ゲルデータ 25件
データベース登録タンパク質 15,980件

(アミノ酸配列情報5,890)
マイクロアレイ 完全長cDNA情報を利用した、約2万スポットアレイの市販

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

DNAバンク cDNAライブラリー 48,562クローン

RFLPマーカー 1,713クローン

YACフィルター 7,606クローンをスポット

表16 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

イネ完全長cDNA 410 2,322
Tos17変異系統 178 946
遺伝解析材料

個別系統 13 39
集団 日本晴／ｶｻﾗｽBIL (98系統) 3 294

日本晴／ｶｻﾗｽCSSL (54系統) 8 432
ｺｼﾋｶﾘ／ｶｻﾗｽBIL (182系統) 5 910
ｺｼﾋｶﾘ／ｶｻﾗｽCSSL (39系統) 7 273
ｻｻﾆｼｷ／ﾊﾊﾞﾀｷBIL (85系統) 3 255
ｻｻﾆｼｷ／ﾊﾊﾞﾀｷCSSL (39系統) 8 312
ｱｷﾋｶﾘ／ｺｼﾋｶﾘDHL (210系統) 0 0

計 635 計 5,783
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ジーンバンクが保存する遺伝資源(図12)に対する配布要請に応じ、植物遺伝資源5,891点、

微生物遺伝資源1,085点、動物遺伝資源41点、イネDNA51点、ブタDNA236点、原蚕種560蛾、

交雑原蚕種205蛾、交雑蚕品種1,604蛾、保存蚕品種96蛾、桑の接穂・苗木475本の配布を行っ

た(資料２「遺伝資源の配布及び依頼照射実績一覧」)。

図12 ジーンバンク種子保存施設

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、16年度公開したイネ発現遺伝子データベース、ブ

タESTデータベース、イネゲノムリソースセンターのデータベースなどの他にイネアノテー

ションプロジェクトのデータベースを12月に新たに公開した(図13)。また、 IRGSPから

Pseudomolecules of the Rice Genome の改訂版4.0を公開した。ブタ完全長cDNAライブラリーに

基づくESTに35,000を追加して計138,000配列を公開した。これらのゲノム情報に関する農業

生物資源研究所のHPは、世界中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に大いに寄与している所である(表16、資料6「農業生物資源研究

所が公開している主なホームページ一覧」)。

図13 新たに公開したイネアノテーションプロジェクトのデータベース
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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平成16年度から発行を開始

した「NIASアグリバイオサイエンス・シリーズ」の第2号「バイオインダストリー－有用物

質生産のための動植物昆虫工場－」を平成18年1月に、第3号「昆虫機能利用研究」を平成18
年3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(4回)、研究所年報、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。ジーンバンクから「平

成16年度農業生物資源ジーンバンク事業実績報告書」、「微生物遺伝資源利用マニュアル(18)
及び(19)」、「微生物遺伝資源探索収集調査報告書第18巻」「動物遺伝資源探索調査報告書第15
号」、「植物遺伝資源探索導入調査報告書第21巻」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は随

時更新し、 新の情報を提供した(資料６「農業生物資源研究所が公開している主なホームペ

ージ一覧」)。またブタゲノムについては35,000個のESTを追加するなど拡充を進めた。17年
度の所公式ホームページへのアクセス件数は2,400万回を超えた(表17)。リソース関係のホー

ムページには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DNAバンクには特に

たくさんのアクセスがあった。

表17 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

所公式ウェブサイト (http://www.nias.affrc.go.jp) 24,798,277
農業生物資源ジーンバンク＜植物遺伝資源部門、微生物遺伝資源部門、動物遺伝資源部門＞

http://www.gene.affrc.go.jp / index_j.html) 886,750
農林水産DNAバンク (http://bank.dna.affrc.go.jp/) 30,527,631
イネゲノム研究プログラム(RGP） (http://rgp.dna.affrc.go.jp/) 3,721,880
イネ完全長cDNAデータベース(KOME) (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/cDNA/) 10,161,872
イネ発現遺伝子データベース(RED) (http://red.dna.affrc.go.jp/RED/) 177,150
Rice PIPELINE (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/) 93,636
ミュータントパネルデータベース (http://tos.nias.affrc.go.jp/~miyao/pub/tos17/) 873,060
イネマイクロアレイサテライト(RMOS) (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RMOS/main.html) 577,731
イネゲノムリソースセンター(RGRC) (http://www.rgrc.dna.affrc.go.jp) 105,878
カイコゲノム研究プログラム(SGP） (http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm) 988,352
家畜ゲノムデータベース(AGP） (http://animal.dna.affrc.go.jp/agp/index-j.html） 69,889
ブタESTデータベース(PEDE) (http://pede.dna.affrc.go.jp/) 722,704

合 計 73,704,810

※蚕糸関連遺伝資源データベース、Silk New Wave は、ログ解析ソフトの変更により、

17年度はデータなし。
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(２)成果の公表と広報

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

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

17年度における研究成果の発表は、論文等299(原著論文238、総説・単行本61)であった。

また、データベース・マニュアル等15、解説・紹介・技術資料、学会・シンポジウム・研究

会等での発表620件を行った(表18、資料３「研究業績一覧(原著論文・総説・単行本)」)。

表18 原著論文のインパクトファクター別公表状況

インパクトファクター 掲載論文数 主な学術雑誌名

10以上 9 (12) Nature
Plant Cell
Proceedings of the National Academy of Sciences

of the United States of America
Genes and Development

5以上10未満 21 (19) Molecular Cellular Proteomics
Nucleic Acids Research
Journal of Proteome Research
Plant Journal など

2以上5未満 72 (88) Proteins- Structure Function and Bioinformatics
Biochemical Journal
Plant and Cell Physiology
Journal of Bacteriology など

2未満 136 (178) Integrative and Comparative Biology
Veterinary Immunology and Immunopathology
Journal of Animal Science
Theriogenology など

合 計 238 (297)
( )内の数字は16年度の実績

②広報活動等

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。

研究所内、つくばリサーチギャラリーにパネル等を展示し、来場者に情報の提供を行った。

記者発表会5回、記者会への資料配付・お知らせ9回、あわせて14回の報道対応を行った。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176件掲載され、テレビ、雑誌等に研究成果が17回紹

介された(表19)。
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「－きて！みて！ふれる！生命科学の不思議－」というテーマで、農業生物資源研究所の

表19 主な17年度ＴＶ放映・雑誌等掲載一覧(生物研関連)

年月日 媒 体 事 項

17.04.11 雑誌 SCIENCE NEWS The Weekly Newsmagazine of Science：
Vol.167 No.16 246p
Rice with a Human Touch ： Engineered grain uses gene
from people to protect against herbicides.

17.05.20 雑誌 日経バイオビジネス 第50号 66-68ｐ
マーケットハイライト コエンザイムQ10
供給量改善で差異化のステージへ

17.05.31 雑誌 日経バイオテク 第570号 11p
生物研 花粉症緩和米を隔離圃場に作付け

17.08.04 テレビ テレビ東京 8:00-9:00
「朝はサプリメント！」桑に意外な健康効果が!?

新種桑の実で意外な健康効果が！

17.08.09 テレビ ＮＨＫ総合 4:00-8:13
「おはよう日本」稲の遺伝子は3万7000余

17.08.28 テレビ ＴＢＳ 17:30-18:30
「報道特集」不思議な能力を持つ動物 遺伝子組み換えに

批判も続々誕生！組み換え生物

17.09.14 テレビ ＮＨＫ総合 12:00-12:20
「NHKニュース」”花粉症に効果” 研究用の米を収穫

17.10.15 ラジオ 茨城放送 6:35-7:00
「土曜の朝はオレンジオレンジ気分」－土曜じゃーなるコーナー

－コエンザイムQ10について

17.11.11 テレビ テレビ東京 23:00-23:58
「ワールドビジネスサテライト」特集 新ブランド鶏

17.12.25 テレビ 東京ＭＸテレビ 8:30-9:00 番組名：世界は今

18.01.14 テレビ 日本テレビ 19:57-20:54 「世界一受けたい授業」

18.01.25 ラジオ Ｊ－ＷＡＶＥ 15:40-15:50 「Rendez-Vous（ランデヴー）」

INTO THE LIFEコーナー 花粉症緩和米について

18.02.04 テレビ ＮＨＫ教育テレビ 19:00-19:44「サイエンスＺＥＲＯ」

極限環境生物の不思議に迫る

18.02.12 テレビ ＮＨＫ教育テレビ 18:00-18:45 「ＮＨＫジュニアスペシャル」

人体３ 遺伝子 ＤＮＡシリーズ」（１）

－ふしぎびっくり！遺伝子ワールド－

18.02.19 テレビ ＴＢＳテレビ 7:30-8:00 「がっちりマンデー!!」花粉症対策

18.03.04 テレビ テレビ朝日 19:00-21:00 「ドスペ!」
健康マネ－術！あなたは健康にいくら払いますか？

18.03.06 ケーブル ＡＣＣＳＴＶ 毎日12:30-12:55、22:00-22:25
- 03.31 テレビ 「研究所探訪」農業生物資源研究所 前編
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一般公開を、本部・大わし地区(茨城県つくば市)は4月20日に行い、1,767名の参加を得た。

また、大宮地区(茨城県常陸大宮市)は「放射線で築く21世紀の農業」というテーマで4月20日
に行い、67名の参加、小淵沢地区(長野県北杜市)は「家蚕遺伝資源と新しい絹の利用法」と

いうテーマで9月17日に行い、116名の参加を得た。岡谷地区(長野県岡谷市)では、｢2005シル

クフェア in おかや」を4月29日に行い、267名の参加を得た。また、「2005 Silk Summer Seminar in
Okaya」を7月28日、29日に行い、102名の参加、さらに、「シルク・サミット 2005 in 駒ヶ根」

を10月6日、7日に行い、229名の参加を得た。

日本国内より263件計2,881名(16年度は157件計2,293名)、海外より23件計160名(16年度は71
件計476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」、札幌市丸

山動物園特別展「昆虫学覧会」、「つくばちびっ子博士(つくば市教育委員会主催)」、「サイエ

ンスキャンプ2005(日本科学技術振興財団主催)」、TX開業記念事業「つくばのサイエンス＆

テクノロジー」、TXテクノロジーショーケース、アグリビジネス創出フェア、近畿アグリビ

ジネス創出フェア、つくばサイエンスツアー特別展示等、青少年、市民対象の各種イベント

に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14)。

図14 左 つくばちびっ子博士 右 サイエンスキャンプ2005

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、「遺伝子組換え研究推進室」から研究資料として「EU加盟国における遺伝子組換え

作物と非組換え作物との共存方策の動向」を出版した。遺伝子組換えイネ(花粉症緩和米及び

草型改変)の第1種使用(圃場試験)等の説明会を開催し、農業生物資源研究所内部に設置した

独自の組換え作物隔離圃場で花粉症緩和米の試験栽培を行った(図15)。平成17年4月23日の一

般説明会には89名が参加した。意見として、「スギ花粉症の実験は環境面より人体への影響に

ついて早期に安全性評価に資するよう加速してほしい。スギ花粉の害は明確なので、イネ花

粉についての詳細検討は 小限でよい」「除草剤耐性大豆と害虫抵抗性トウモロコシの見学

用栽培については賛成です。要望として、一般農家(日本)でどの程度の効果があるか、依頼

栽培してデータを取り、消費者に示すのもPA理解が進むと考えます」等。また、平成18年3
月17日の一般説明会には76名が参加した。「国内で使用できる組換え作物の開発を、米だけで

なく進めてほしい」「欧米では様々なGM植物が開発されているので、日本においても開発研

究が行われることは重要であると思う」「花粉症緩和米は食品ではなく、医薬品として開発

すべき」等の意見が聞かれた。
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図15 隔離圃場での説明会と花粉症緩和米の栽培状況

(３)知的所有権等の取得と利活用の促進

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、17年度は国内特許出願40件、外国出願22件及びPCT出願3件を行

った(資料４「特許等取得・品種登録一覧」)。その結果、13年度からの5年間の国内特許申請

数の合計は238件となり中期計画の目標数200件を上回った。

②品種登録等

品種出願及び国内品種登録は17年度は2件だった(資料４「特許等取得・品種登録一覧」)が、

13年度からの5年間の品種申請は合計で23件であり、中期計画目標値10件は達成している。

③知的所有権の情報提供

17年度に登録になった特許(国内18件、海外24件)を農業生物資源研究所ニュースに掲載し、

広報した(資料４「特許等取得・品種登録一覧」)。また、取得した特許については、情報を
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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、17年度新たに特許の実施許諾契約を4件締結した。また、17年度は許諾契

約に基づき、特許権43件と実用新案特許4件、育成者権49件の計96件において218万円の実施

収入を得た。14年度は86万円、15年度は580万円、16年度は約700万円だった。なお、16年度

の実収入が高かったのは、許諾期間中の収入が16年度内に、一時金として入ったためである。

700万円には、17年度分も含まれている。

④ベンチャー企業の支援

17年度に新たにNIASベンチャー企業として抗体製剤の開発と抗体の新規利用法の開発に係

る事業を目的とした「（株）プリベンテック」を設立した。また15年度に遺伝子診断サービス、

実験器具の販売を目的として設立され、NIASベンチャー企業と認定した「(株)プレスクライ

ブ・ゲノミックス」と絹タンパクを原料としたスキンケア素材の開発と製造、販売事業を目

的とする「(有)プロライフ」の2社に対して、特許の許諾、大わし地区の別棟実験施設におけ

る居室・実験室の利用許可を与える等の支援を行った。
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Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

１ 予算配分等

研究の重点化・戦略化を図るため所内制度として設けた「研究活性化経費」により、合計40
百万円を重点配分した。その内訳は、①研究の重点化案に沿った課題に対し30百万円(8件)、

②シンポジウム等の支援として1百万円(1件)、③重点研究推進のために16年度から設置した

QTLゲノム育種センター、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

究センターに合計9百万円をそれぞれ配分した。また、研究成果の有効活用のために、研究成

果の特許等出願経費(124百万円)等に重点配分した。

運営費交付金のうち主なプロジェクト研究に係る予算457百万円を、特別研究費として課題

毎に重点化して配分した。

一般研究費(運営費交付金)は、光熱水料等の全所的経費を共通経費として確保し、また、

全所一元的に執行した方が有効な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。

17年度の前半期終了時に、共通経費の中間精算と後半期の執行計画の見直しを行い、節減

等によって生じた額と当初予算配分後に確定した競争的資金からの管理経費への充当分とを

合わせ、予算の一部組替え配分を行った。組替えの主な内容は、一般研究費への追加配分が

約70百万円、施設の効率的利用等のための設備等整備費への追加配分が約30百万円であった。

平成15年度に設置した「将来構想委員会」を平成17年4月に「体制準備室」へと発展させ、

検討を進めていた長期的研究戦略構想をとりまとめ、次期中期計画に反映させた。その中で

次期の予算配分方式については、計画のより効果的な達成を図る観点から、研究ユニットの

組織規模に拘らず、研究課題毎に評価に基づいて配分する戦略的配分方針を策定し、平成18
年度から実施することとした。

２ 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、17年度は4,424百万円［農

林水産省3,354百万円、文部科学省397百万円、環境省16百万円、厚生労働省3百万円、独立行

政法人548百万円、国立大学法人10百万円、その他96百万円］の受託研究経費等が確保された。

受託収入については、16年度とほぼ同額となったが、17年度計画額は上回った。また、中期

計画期間を通じても計画額を上回る実績を収めており、当初計画通り研究業務を実施するこ

とができた。

(２)その他自己収入の獲得

17年度は知的所有権収益において、特許権等の実施許諾に伴う収入が16年度の約7百万円か

ら約2百万円に減少したことなどにより自己収入金額は減少したが、中期計画期間を通じて自

己収入の獲得に努め、17年度計画及び中期計画額に対しては上回る実績を収めることができ

た(表20)。
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①受託収入の支出内容

表　２０　主な自己収入の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合計
中期計画額

知的所有権収益 767 855 5,844 6,985 2,185 16,636 1,005

原蚕種等配布事業収入 168 295 138 152 94 847 1,120

依頼照射事業収入   454 1,122 689 768 530 3,563 5,620

遺伝資源配布事業収入  1,056 2,814 3,878 5,822 6,650 20,220 19,780

生産物売払収入        365 262 239 141 134 1,141 2,800

　　　　　合　　　計 2,810 5,348 10,788 13,868 9,593 42,407 30,325

　　　　　　注）平成15年度以後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を含む。
　　　　　　　　(17年度は3,216千円）

経常費用 （受託収入分）

研究業務費

　 法定福利費 49,848,757 円

その他人件費 523,968,684 円

研究委託費 1,625,950,000 円

外部委託費 173,695,355 円

研究材料消耗品費 703,202,820 円

支払リース料 11,722,830 円

賃借料 2,117,254 円

旅費交通費 49,063,060 円

減価償却費 319,173,530 円

保守・修繕費 414,413,992 円

水道光熱費 262,716,178 円

備品費 95,204,619 円

諸謝金 2,509,134 円

国等返却予定機器費 85,541,505 円

図書印刷費 10,578,353 円

その他経費 44,063,538 円

計 4,373,769,609 円

＊　上記以外に資産が156,636,261円ある。
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３ 経費の節約等

運営費交付金のうち主なプロジェクト研究に係る予算457百万円を特別研究費として課題毎

に配分したが、配分に当たっては、16年度で研究終了した課題に係る予算を継続課題及び新

規課題に組み換えて、研究の重点化・戦略化に沿った予算執行を行った。

研究機械整備費について、委員会において2次にわたる審査を実施し、研究の重点化と効率

的な推進並びに機器の共用など有効利用の観点から精査することにより、整備計画額を31百
万円（16年度実績１72百万円）まで絞り込み、節減額を後半期の予算組替え財源に充当した。

管理経費について、中でも大きな比重を占める光熱水料を中心に節減の取り組みを行った。

電気料金と使用量を一体として低減させるため策定した「省エネルギー（電気）中長期計

画」（３カ年で電気使用量の3％削減を目標）に基づき、エリア毎に状況に応じた区分管理や

効率的な運転調整が可能となる電気配線系統の見直し改修や計器類の整備、冷暖房設備の省

エネ基準による運転調整、エレベーターの一部制限運転、照明器具や空調設備など電気設備

の省エネルギー型への更新等を行った。また、職員に対し、時間外や不要箇所の消灯及び機

器類の電源のこまめな操作等を呼びかけ、省エネ意識の徹底を図った。

電力契約に当たっては、前年度に 大使用料を低減したことにより可能となった契約種別

の見直しや複数年契約による割引などによって電力需給契約量と契約料金を引き下げること

ができた。（対16年度比、17,422千円の節減）

空調機熱源のコスト低減策としてガス式を採用したことから、ガス料金が増加した（対16
年度比、4,900千円の増加）が、電気料の節減と合わせて熱源全体としてコストの低減を図る

ことができた。

燃料として灯油と重油を使用しているが、16年度に比べて数量では約10％節減できたが、

原油価格の大幅な上昇により、燃料費が大きく増加した。（対16年度比、26,173千円の増加）

光熱水料全体としては、節減努力にも拘わらず、原油価格の増加が大きく影響し、16年度

②外部委託費の内訳

　　　　　　　　　　　　      　運営交付金　　　　　　　　受託収入

　　外部委託費計　      　６５６百万円            １，８００百万円

　　　 うち研究委託費    　５４９百万円    　　 　１，６２６百万円

　　　 うち調査委託費        ３１百万円                　８２百万円

　　　 うちその他委託費     ７６百万円                　９２百万円

   注） その他委託費の主な委託内容

　　 　  研究支援関連業務：シンポジウム等開催運営、研究支援者派遣、英文校閲、実験動物
　　 　　                           処分、実験廃棄物処理、圃場管理等業務

③研究委託の成果

  　　   原著論文等　　　　　　　　３４０件 （９０件）

  　   　知的財産権出願　　　　　　３１件 （１４件）

　　   　新品種及び中間母体　　　　３件 （　０件）

　　   　普及に移しうる成果　　　　　０件 （　０件）

   注） カッコ内は、独法の職員が論文著者等に含まれており、独法の数値目標としてカウン
　　　   トした件数であり内数
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に比べて19,845千円の増加となった。

電子メールなど電子通信手段の活用促進により、郵便料金等通信運搬費の節減を図った。

（対16年度比、3,519千円の節減）

施設・設備や研究用等の機器の保守管理及び庁舎管理等の業務について、外部委託により

効率化を図った。

各種契約手続きに際して、仕様書等を精査して発注内容を見直すとともに、競争契約の拡

大を図って、契約金額の低減に努めた。

表21 主な経費の経年比較 （単位：千円）

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

光熱水料 520,610 508,501 512,242 526,943 541,402
通信運搬費 30,732 29,226 26,984 22,926 19,273

４ 財務内容の改善効果

研究の重点化・効率化に対応した予算配分を行うとともに、競争的資金の一部及び自己収

入を管理費に充当して管理経費の確保に努めた。

また、経費の節減に努めるとともに、年度の前半期終了時において予算の見直し配分を行

うなど、効率的で柔軟な予算執行に努めた。

以上のような取り組みにより、運営費交付金のうち人件費を除く管理経費と業務費につい

て対16年度比1％減となった中でも、計画通り業務を遂行することができた。

５ 研究課題毎の分析

研究予算の執行結果については、研究課題毎に投入した研究者数、研究費と得られた成果

について、所内の課題評価検討会において課題間や経年での比較分析などを行っている。分

析結果は、翌年度における研究資源の効率的で有効な利用に活かしていくこととしている。

なお、分析及びデータはⅡ－１及び表10に掲載した。

６ 経営管理体制(内部統制・監査体制も含む)の方針及び実績

(１)適正な事務処理の推進

当法人の業務が、公共上の見地から確実に実施されることが必要であることに鑑み、適正

かつ効率的な業務の運営に努めてきたところであるが、会計検査院の平成16年度決算検査報

告において、以下の２点について指摘を受けた。

ア 施設整備費補助金で施工した改修工事が不当であると指摘を受けた。不当事項と指

摘を受けた５３４万円については、請負者から返還を受け国庫に返納した。再発防止

対策として、監督・検査業務を強化すべく、以下の措置を執ることとした。

①担当職員に対して施工管理、監督の知識向上に必要な研修への参加

②専門知識を有する者を雇用し監督と指導の強化

③設計事務所・設計コンサルタントの積極的な活用

④必要な図書の整備

（会計検査院指摘事項）

埋設温水管改修工事において、カルバート等の設置に当たって地盤を掘削する

際、安全な施工を確保するために義務付けられた山留工が施工されていなかった。

（独立行政法人農業生物資源研究所・不当事項５３４万円）【会計検査院平成１８
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年２月発行：会計検査でわかったこと－平成１６年度決算検査報告と会計検査院

の活動状況－より抜粋】

イ 研究用機器の購入契約に当たり、公正性及び競争性の確保についての検討が十分で

ないと指摘を受けた。公正性及び競争性の確保から、研究用機器については、一般競

争入札公告情報の他に見積合わせ情報をホームページ上で公開し、競争参加者の拡大

を図った。

（会計検査院指摘事項）

研究用機器の購入契約に当たり、納入が可能な製造メーカーの販売代理店等が

県内に複数社あるか又は県外にもあるかについての調査や公正性及び競争性の確

保についての検討が十分でなかったなどのため、競争契約に付することが可能な

のに随意契約によっていたり、１社からしか見積書を徴取していなかったりして

いて、契約事務が適切なものとなっていなかったので、競争に付するなど契約事

務を適切に実施するよう改善させた。（独立行政法人農業生物資源研究所・処置

済事項）【会計検査院平成１８年２月発行：会計検査でわかったこと－平成１６

年度決算検査報告と会計検査院の活動状況－より抜粋】

(２)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。

内部牽制を強化するために、所員に対しCSR(企業の社会的責任)についての講演会を開催

した。

(３)監査体制と実績

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監査を実施してきた。

監査に当たっては、補佐職員3名(研究企画官、研究管理科長、財務監査官)を任命し、監査

の充実、強化を図った。

①平成17年度定期監事監査(業務監査及び会計監査)：平成17年5月24日～5月27日に実施

した。

②同監査に対する監事意見書：平成17年6月14日、石毛理事長あてに「独立行政法人農業

生物資源研究所平成16事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書」を提出、17年6
月21日に理事長、理事及び関係者に対し「同意見書」「平成17年度定期監査の報告につい

て」「平成17年度監事監査結果に基づく所見」等を報告した。

③平成17年度定期監査に対する監事意見の実施状況調査及び監事実地監査：17年7月から

18年2月にかけて平成17年度監事監査(業務監査及び会計監査)に対する監事意見の実施状

況調査を含め全職域に対し監事実地監査を実施し、その結果を該当職域に報告するとと

もに監事実地監査全体のまとめを石毛理事長、理事及び関係者に対し報告した。
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（単位：百万円）

予　　算　　額 決　　算　　額

収　　入

前年度からの繰越金 153 153

運営費交付金 7,629 7,629

施設整備費補助金 104 104

施設整備資金貸付金償還時補助金 0 0

無利子借入金 0 0

受託収入 3,929 4,290

諸収入 8 19

計 11,823 12,195

支　　出

業務経費 2,991 3,064

施設整備費 104 104

受託経費 3,929 4,265

試験研究費 3,664 3,911

管理諸費 265 354

借入償還金 0 0

一般管理費 495 437

研究管理費 174 162

管理諸費 321 275

人件費 4,304 4,091

計 11,823 11,961

（決算額の注記）

　１．本表には、科研費補助金等の受入研究費(137百万円）は、含まれていない。

　　  なお、受入研究費を含めた場合、収入の決算額計は12,332百万円、支出の決算額計は12,098百万円となる。

　２．収入の「前年度からの繰越金」153百万円は、前年度までの運営費交付金未使用額のうち人件費分である。

　３．収入の「受託収入」は、受託研究契約が増加したため、予算額より361百万円増加している。それに伴い、

　 支出の「受託経費」が336百万円増加している。

　４．収入の「諸収入」が予算額より11百万円増加している内訳は次のとおり。

　　　①　特定独立行政法人災害補償互助会の解散に伴う預託金の戻入 5百万円

　　　②　ゲノムリソース等配布収入　　   　　　 3百万円

　　　③　特許権等実施許諾収入　　　　　　　　　　　          　　　 2百万円

　　　④　その他の収入　　　　　　　　　　　          　　　 1百万円

　５．支出の「業務経費」は、年度の後半期に重点研究の強化を図ったため、予算額より73百万円増加している。

　６．支出の「一般管理費」は、受託収入が増加し間接経費による管理費が増額確保できたため、予算額より

　 58百万円減少している。

  ７．支出の「人件費」は、給与手当、法定福利費及び退職一時金の支出が予算額より213百万円減少している。

　８．収入決算額計と支出決算額計との差額234百万円の内訳は次のとおり。

　　　①　運営費交付金（全て人件費）　　　　 202百万円

　　　②　受託収入 26百万円

（外国からの受託研究収入22百万円、文部科学省からの受託研究収入4百万円） 

　　　③　諸収入　　             6百万円

区　　　　　　　　　　　　　　　分

平成１7年度　予算及び決算
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（単位：百万円）

計　画　額 実　績　額

費用の部 11,697 11,832

経常費用 11,688 11,791

人件費 4,304 4,091

業務経費 2,705 2,599

受託経費 3,520 4,055

一般管理費 486 333

減価償却費 673 713

財務費用 9 9

臨時損失 0 32

収益の部 11,697 11,964

運営費交付金収益 7,496 7,267

施設費収益 0 1

諸収入 8 13

受託収入 3,929 4,267

寄付金収入 0 11

資産見返運営費交付金戻入 258 364

資産見返物品受贈額戻入 6 9

臨時利益 0 32

純利益 0 132

目的積立金取崩額 0 0

総利益 0 132

（実績額の注記）

　１．本表は、「損益計算書」を基に作成した。

　２．費用の部の「財務費用」9百万円は、リース債務返済に係る支払利息。

　３．費用の部の「臨時損失」32百万円は、経年劣化等の理由から発生した「固定資産除却損」。

　４．収益の部の「施設費収益」1百万円は、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。

　５．収益の部の「諸収入」13百万円の内訳は次のとおり。

　　　①　遺伝資源配布事業収入　　 3百万円

　　　②　ゲノムリソース配布等収入　 3百万円

　　　③　特許権等実施許諾収入　　 2百万円

　　　④　財産賃貸借収入  　　　　　 2百万円

　　　⑤　その他の収入 3百万円

　６．収益の部の「受託収入」には、平成17年度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「寄付金収入」11百万円は、科研費補助金等からの寄付物品受贈益。

　８．収益の部の「資産見返運営費交付金戻入」には、特定独立行政法人災害補償互助会からの預託金の戻入

　  5百万円を含む。

　９．収益の部の「臨時利益」32百万円は、「臨時損失」に対応する「資産見返運営費交付金戻入」及び「資産見返

　 物品受贈額戻入」の合計額。

　10．「純利益」132百万円の内訳は次のとおり。

　　　①　平成17年度受託収入を財源に取得した資産額157百万円から、当期までに同収入を財源に取得した

　　　　償却資産分の減価償却費268百万円を控除した額　　　　 ▲111百万円

　　　②　特定独立行政法人災害補償互助会の解散に伴う預託金の戻入 5百万円

平成１７年度　収支計画及び実績

区　　　　　　　分
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　　　③　中期目標期間終了に伴う運営費交付金債務の収益額 　　　　　 238百万円

　11．前項③に記載した中期目標期間終了に伴う運営費交付金債務の収益額の内訳は次のとおり。

　　　①　現金として残る人件費 228百万円

　　　②　現金として残る事業費 5百万円

　　　③　棚卸資産及び経過勘定科目　 5百万円

    　 なお、現金分の収益額計233百万円は、別表「予算及び決算」に記載されている決算収支差額のうち

　  運営費交付金に係る202百万円と同表に表れていない運営費交付金債務31百万円を合わせた額である。
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（単位：百万円）

計　画　額 実　績　額

資金支出 11,823 13,917

業務活動による支出 10,921 11,133

投資活動による支出 798 774

財務活動による支出 104 104

翌年度への繰越金 0 1,906

資金収入 11,823 13,917

前年度からの繰越金 153 1,877

業務活動による収入 11,566 11,936

運営費交付金による収入 7,629 7,629

受託収入 3,929 4,283

その他の収入 8 24

投資活動による収入 104 104

施設整備費補助金による収入 104 104

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

（実績額の注記）

　１．本表は、「キャッシュー・フロー計算書」を基に作成した。

　２．資金支出の「翌年度への繰越金」1,906百万円の内訳は次のとおり。

　　　①　国からの現物出資等に係る還付消費税　　 818百万円

　　　②　中期目標期間終了に伴う運営費交付金の未使用額 233百万円

　　（残額の内容：人件費228百万円、事業費5百万円）

　　　③　未払金、未払費用、預り金                                   816百万円

　　　④　受託研究に係る前受金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26百万円

　　　⑤　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13百万円

　

平成１７年度　資金計画及び実績

区　　　　　　　分
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Ⅳ 短期借入金の限度額
該当なし

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
該当なし

Ⅵ 余剰金の使途
該当なし

Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画

１ 施設及び設備に関する計画

施設整備費補助金により大わし地区の屋外排水設備改修を行った。

大わし地区の研究本館及び実験棟から排出される一般・実験排水を公共下水道へと放

出するため埋設されている屋外排水枡・管は、経年による老朽化のため亀裂等が生じ、

雨水の流入や排水の地中への滲出が懸念されるなど排水管理に支障を来していたが、こ

れの改善を図った。

平成17年度補正予算において施設整備費補助金によりアスベスト対策改修が予算化さ

れた。17年度では施工計画を作成したところであり、18年度に予算を繰り越し、引き続

き施工実施することとしている。

２ 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)

１)人員計画

(１)方針

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。

管理部門については、以下の職員の業務の見直しによる事務処理の一元化等を行って効率化

を図った。17年3月31日に総務部小淵沢総務分室専門職(庶務係)1名、4月1日にジーンバンク

遺伝資源管理課遺伝資源管理係、ジーンバンク遺伝資源管理課専門職(業務係)、企画調整部

情報広報課課長補佐(広報)、総務部大宮総務分室(庶務係)、総務部庶務課(庶務第3係)の各1
名、8月1日に総務部庶務課専門職(庶務第2係)1名の減を行った。

情報担当の研究企画官を10月より増員して、情報の収集や発信の多様化・高度化を進める

こととした。

(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。

18年1月1日現在、常勤職員数は計401名であった。

２)人材の確保

①人材の確保
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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。

17年度は選考採用により研究職7名の新規採用を行った。そのうち4名は、任期付任用(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2名(一般職)を採用した。

16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

術振興会特別研究員制度等によりポストドクター145名を雇用した(表22)。

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)
特別研究員 11
外国人フェローシップ 10

JST (科学技術振興機構)
科学技術総合研究 4
戦略的基礎研究 7

チャレンジプログラム 2
科研費 1
農林水産省受託研究 43
生研機構受託研究 27
所内特別研究員 39
民間受託 1

合 計 145

②研究グループ長、研究チーム長の公募

次期中期計画期間に向けて、研究課題の重点化・組織の見直し等対応するため、17年度に

は研究グループ長等の公募は行わなかったが、研究チーム長の公募を行い、2名を採用した。


