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独立行政法人農業生物資源研究所 平成独立行政法人農業生物資源研究所 平成独立行政法人農業生物資源研究所 平成独立行政法人農業生物資源研究所 平成１７１７１７１７年度計画年度計画年度計画年度計画

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

１１１１ 研究業務研究業務研究業務研究業務のののの効率化効率化効率化効率化

（（（（1111））））評価評価評価評価・・・・点検点検点検点検のののの実施実施実施実施

①外部専門家・有識者よりなる評価助言会議を開催し、研究成果、業務運営の効率化

等について評価・点検を実施する。

②研究の進捗状況の検討及び研究成果の評価を行うため、課題評価検討会、（全グル

ープ長によるピアレビュー）を実施する。

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

る。

（（（（２２２２））））研究研究研究研究のののの重点化重点化重点化重点化

①研究の重点化及び効率的推進のために発足させたQTLゲノム育種、遺伝子組換え技

術開発・情報発信、昆虫遺伝子機能解析を目的としたそれぞれの研究センターの機

能を充実し、研究を推進する。

２２２２ 研究資源研究資源研究資源研究資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用

((((1111))))中期目標達成中期目標達成中期目標達成中期目標達成にににに有効有効有効有効なななな競争的資金競争的資金競争的資金競争的資金へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな応募応募応募応募をををを支援支援支援支援、、、、奨励奨励奨励奨励しししし、、、、研究資源研究資源研究資源研究資源のののの充充充充

実実実実をををを図図図図るるるる。。。。

((((2222))))「「「「研究活性化経費研究活性化経費研究活性化経費研究活性化経費」」」」等等等等をををを活用活用活用活用しししし、、、、中期目標中期目標中期目標中期目標のののの達成達成達成達成にににに向向向向けてけてけてけて研究資源研究資源研究資源研究資源のののの効率的効率的効率的効率的・・・・重点的重点的重点的重点的

なななな配分配分配分配分をををを行行行行うううう。。。。

((((3333))))施設施設施設施設・・・・機械機械機械機械のののの特性特性特性特性についてについてについてについて広広広広くくくく周知周知周知周知しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる共同利用共同利用共同利用共同利用をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

((((4444))))施設利用施設利用施設利用施設利用のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しにしにしにしに基基基基づいたづいたづいたづいた施設施設施設施設のののの再配分再配分再配分再配分をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

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

特許特許特許特許、、、、品種登録等品種登録等品種登録等品種登録等のののの知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権のののの取得取得取得取得・・・・移転移転移転移転にににに係係係係るるるる支援態勢支援態勢支援態勢支援態勢をををを、、、、引引引引きききき続続続続きききき強化強化強化強化するするするする。。。。(1)(1)(1)(1)

農林水産省研究農林水産省研究農林水産省研究農林水産省研究ネットワークネットワークネットワークネットワーク等等等等をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、研究情報収集研究情報収集研究情報収集研究情報収集・・・・提供業務提供業務提供業務提供業務のののの効率化効率化効率化効率化、、、、充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化(2)(2)(2)(2)

をををを図図図図るるるる。。。。

。((((3333))))施設施設施設施設、、、、機械等機械等機械等機械等のののの保守管理保守管理保守管理保守管理についてはについてはについてはについては、、、、業務業務業務業務のののの性格性格性格性格にににに応応応応じてじてじてじて外部委託外部委託外部委託外部委託によりによりによりにより効率化効率化効率化効率化をををを図図図図るるるる

４４４４ 連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力のののの促進促進促進促進

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

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①

含めた連携、協力を積極的に行う。また、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究

機構が行う多様な専門知識を融合した総合研究に必要に応じて協力する。

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

のための連絡調整を緊密に行う。

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

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①

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。
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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。③

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。④

⑤関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、農業生物資源研究推進戦

略会議、植物バイテク研究会、蚕糸・昆虫機能全国連絡会等の諸会議を開催し、相互の

連携・協力の推進に資する。

⑥ 『昆虫機能利用』国際シンポジウムを開催する。NIAS/COE

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

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

また、事務処理の一層の効率化を図る。

６６６６ 職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上

業務上必要業務上必要業務上必要業務上必要なななな各種各種各種各種のののの研修研修研修研修にににに職員職員職員職員をををを積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加させるほかさせるほかさせるほかさせるほか、、、、必要必要必要必要なななな研修研修研修研修をををを実施実施実施実施しししし、、、、職員職員職員職員のののの(1)(1)(1)(1)

資質向上資質向上資質向上資質向上にににに努努努努めるめるめるめる。。。。またまたまたまた、、、、業務上必要業務上必要業務上必要業務上必要なななな資格取得資格取得資格取得資格取得をををを支援支援支援支援するするするする。。。。

((((2222))))各種制度各種制度各種制度各種制度をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用しししし、、、、職員職員職員職員のののの在外研究在外研究在外研究在外研究のののの機会機会機会機会のののの増加増加増加増加にににに努努努努めるめるめるめる。。。。

((((3333))))博士号博士号博士号博士号のののの取得取得取得取得をををを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、適切適切適切適切なななな指導指導指導指導をををを行行行行うううう。。。。

((((4444))))NIASNIASNIASNIAS研究奨励賞研究奨励賞研究奨励賞研究奨励賞、、、、NIASNIASNIASNIAS創意工夫賞創意工夫賞創意工夫賞創意工夫賞をををを活用活用活用活用してしてしてして業務業務業務業務のののの活性化活性化活性化活性化をはかるをはかるをはかるをはかる。。。。
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ⅡⅡⅡⅡ 国民国民国民国民にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他のののの業務業務業務業務のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達達達達

成成成成するためにとるべきするためにとるべきするためにとるべきするためにとるべき措置措置措置措置

１１１１ 試験試験試験試験およびおよびおよびおよび研究並研究並研究並研究並びにびにびにびに調査調査調査調査

Ａ ゲノム生物学等を利用した生命科学研究

１）ゲノムの構造解析とゲノム情報解析システムの開発

（１）イネのゲノム構成およびイネゲノムのDNA 塩基配列の解析

①イネ染色体構造の解析（ゲノム研究グループ）

最終年度においては、遺伝子単離、比較ゲノム等の研究に役立てるため、イネ全塩

基配列を支える整列化されたPAC/BAC/fosmidクローンを整理し、集中して保存・管理

する。

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）

イネゲノムの染色体レベルでの塩基配列約370Mbがまもなく公開予定である。これら

の配列はを構成する個々のBAC/PACクローン配列も含めて集中管理し、必要に応じて

点検するため、最終年度にはこれらのクローン及び配列管理を行う。また全イネゲノム配

列をイネ科作物のGold standardとして情報科学的、機能科学的に活用するため、17年

発を行う。度は得られた配列を比較ゲノム研究に活かす為の技術開

（２）イネ完全長cDNAクローン収集とデータベースの構築

①イネ完全長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）

32,127クローンのtranscriptome研究(alternative, transsplicng, antisense)を進め、デ

ータベースとして公開する。一方、これらのクローンを基にしたアノーテーション作業も開

始されるのでその結果をKOMEサイトにも反映させる。

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）

17年度は完全長プロジェクトで確保されたクローンの端読み配列を基にしたオリゴ配

列を印刷したイネオリゴアレイのアップデイトを行い、その評価試験を進め製品化につな

げる。また、端読みクローンの中から完全長読みすべきクローンを選抜し、全長配列を決

定する。

（３）ブタおよびカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

①ブタの高密度遺伝地図、物理地図の作成（ゲノム研究グループ）

ブタ完全長cDNAライブラリーから抽出した代表cDNAクローン2,000個についてその完

全解読を行う。解読を行ったcDNAクローンのアノテーションを行う。遺伝子中のSNPの検

出を引き続き行い、ブタ各品種内での分布、染色体上へのマッピングを行う。

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）

日中のWGSデータのアセンブル・アノーテーションを実施し、高精度カイコドラフトシ

ーケンスを作成する。SNP解析をさらに進めてより多くのSNPマーカーをマップし、BACコ

ンティグのマッピングを達成する。WGSドラフトシーケンス情報などを用いてギャップを埋

め、セントロメアを除く大部分のゲノムをカバーする物理地図作成を行う（>90%到達予

いては 個のマーカーをマップする。定）。1cMの高密度遺伝地図の課題につ 1,000
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（４）ゲノム機能予測技術の開発

①コード領域予測技術の開発（ゲノム研究グループ）

予測方法の完成に向けては偽陽性になるトランスソポゾンが課題であり、統計的方法

などによって除外する。また、予測のために最低限必要な既知配列情報量なども明らか

にする。遺伝子予測を効率的に行うためにはPCのグリッド化がかなり有効であることが明

らかになったので、比較的安価なPCサーバーを用いたグリッドを構築し、GLocate以外

にも遺伝子同定に必要な様々なプログラムを動作させる環境を整備する。

（５）イネゲノム統合データベース基盤の開発

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

これまで開発してきたオントロジー関連のツールをユーザが利用しやすいように統合

し、公開する。また，既存のイネデータベースと関連がある箇所についてはリンクを張る

ことで情報を連結できるようにする。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

（１）遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離（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）

単離に取り組んでいる遺伝子Dn1, Ur2, Hd15, Ine1, qSW-5, qSH-1, Sdr1, Sdr4,

qCT-7,およびqFLT-6について、高精度連鎖解析もしくは形質転換による相補性検定に

より遺伝子を同定する。出穂期関連遺伝子の発現ネットワークの解明を進める。いもち

病圃場抵抗性関連遺伝子pi21の相補性検定を継続し、機能を証明するとともにその発

現特異性を明らかにする。

（２）イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用

①イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用（分子遺伝研

究グループ）

引き続き、遺伝子破壊系統の破壊領域の塩基配列解析と、破壊領域のゲノム上への

マッピングを進める。また、データ量の増大に対応するため、データベースのデータ構造

の見直しを進める。これまでに単離された耐病性に関与する転写因子、プロテインキナ

ーゼの機能解析を進める。DNAメチル化によってサイレンシングをうけているトランスポゾ

ンの単離、解析を進める。

（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

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、機能の違いを伴う変異を確認した候補遺伝

子について、体節形成期胚での発現解析を行う。第7染色体上の椎骨数QTL領域に開

発したDNAマーカーと商用品種種雄豚のQTLとの関連性解析によりファインマッピング

を行う。

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の解析を行い、nsd-2遺伝子座乗候補領域を絞り込み、以

下のNid-1と同様に進める。約420kbの領域に絞り込まれたNid-1については、その領域
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にあるBACクローンのショットガンシークエンス解析を行ない、検索により候補となった遺

伝子について、RNA、1st strand cDNAを調製した7つの品種、系統間で転写産物を比

較し、抵抗性、感受性間での差を特定する。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築（分子遺伝研究グループ）

平成17年度は日韓共同研究は最終年度を迎えるが、さらにアレイを用いた共同研究

を進める予定。またIRRIとの共同研究はGCPにおいて大きく発展し、アレイによる遺伝子

発現データベースの構築、作物間で使用可能なユニバーサルアレイの構築に取り組

む。

（５）タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究（生理機能研究グループ）

発現抑制体を作製して、タバコにおけるCaM等の機能解析を進め、病傷害応答に関

与するMAPキナーゼ経路が如何に調節されているかを解明する。また、前年度 に作製

したBTH誘導性転写因子過剰発現およびRNAi形質転換体の病害関連形質をより詳細

に記述する。試験管内ウイルスゲノム複製系を用いてRNA複製を昂進あるいは抑制する

因子およびRNAサイレンシングに関わる因子の候補を見いだす。

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）

BL応答性遺伝子をイネで過剰発現しBLシグナル伝達に関与しているかどうか調べ

る。短粒変異体(Sg1)について、原因遺伝子を同定する。イネ三染色体変異体について

は本年度の結果をReal-time PCRで確認する。

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

場）

ナタネ温度感受性細胞質雄性不稔系統を材料に、16年度に作成したミトコンドリアマ

クロアレイを利用して、ミトコンドリアゲノム座乗遺伝子の転写パターンの温度環境に対

する応答を明らかにし、雄性器官形成に関わるミトコンドリアの遺伝子の機能解析を試み

る。

（６）染色体構造の変化やDNAの修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析

①ジーンサイレンシングに関与する遺伝子とシグナルの解析（分子遺伝研究グループ、新

生物資源創出研究グループ）

外被タンパク質遺伝子導入タバコはT2世代での遺伝子発現と抵抗性との関連を調査

する。ウリ科は自殖種子を得て導入遺伝子の確認とウイルス抵抗性の調査を行う。２種の

OsMOM1 RNAi系統を交配してdouble knockout系統を作成し、サイレンシングと内在

性遺伝子発現への影響を調査する。

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)においてメチル化サイトを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を示す。本法によって、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、ゲノムインプリンティング

遺伝子の探索に応用可能なことを示す。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

（１）遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析
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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）

ジベレリン・ブラシノステロイド情報伝達に関与する遺伝子・タンパク質群について、形

質転換イネ利用によりストレス耐性機構とのクロストークを解析すると同時に、抗体チップ

作成により遺伝子タンパク質ネットワークを解析する。このことにより、組織・時期特異的

な茎葉伸長等を制御できるので、理想的な草型を持つイネを作出する。

（２）タンパク質の立体構造および機能発現機構の解明

①酵素・機能性タンパク質など生物学的に重要なタンパク質のＸ線解析法による立体構造

の解明と蛋白工学的手法による機能の解析（生体高分子研究グループ）

α-ガラクトシダーゼ、イヌリン分解酵素等のX線立体構造を決定し、酵素活性発現等

の構造機能相関を解明する。ミミズ由来レクチン、放線菌由来キチン結合タンパク質等

の構造を決定し、リガンド結合様式を解明する。

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）

立体構造形成や機能発現機構の解明を目的としてタンパク質相互作用を調べるため

に、これまでに確立したプラスチックカラムを利用した非変性二次元電気泳動法をさらに

改良し、これを応用して、イネおよびそれ以外の材料から得たタンパク質について分析

を行う。

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）

Ala12-Glu12などモデルペプチドのへリックス－コイル転移を定量的に解析し、構造転

移を利用した分子デバイスの設計につなげる。膜結合ペプチドについて大量発現系の

構築に取り組む。固体NMRに供するタンパク質のサンプリング条件について検討を行

う。Mrcp-20kの構造計算を本年度中に完了し、植物の光形態形成に関わるタンパク質

から新たなターゲットを選定し解析する。

（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

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）

生体内物質の三次元構造データベース(3DMET)のプロトタイプをwebを通じて公開す

る。併せて公開システムの開発、データの改良を継続する。

（４）糖質性エリシターとその認識機構および情報伝達機構の解明

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

プ、新生物資源創出研究グループ）

キチンオリゴ糖エリシターの受容体として機能するタンパク質のシグナル伝達機構を

解明するためにそれと相互作用するタンパク質を探索する。エリシター処理初期に発現

するCIGR1/2によって制御される防御関連遺伝子を同定する。同じく初期遺伝子である

EL5と相互作用するタンパク質を根やカルス等で探索し、エリシターシグナル伝達機構

の解明に資する。

４）植物における生命現象の分子機構の解明

（１）光合成器官形成に関与する遺伝子群の解析と光合成光利用効率制御機構の解明
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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構成成分と相互作用可能なタンパク質を網羅的に単離し、

相互作用プロファイルを完成させ、光シグナル伝達系の概要を解明する。光化学系IIの

構築に関与するCtpA(D1タンパク質前駆体切断酵素)に関して、コンピューター・シミュレ

ーションにより推定された基質認識機構を分子生物学的手法で検証し、酵素反応機構

の解明に資するデータを得る。

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

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）

プロテオーム解析を進め疑似C4光合成駆動の可能性が示唆された穎花と稈の光合

成様式を検討するとともに、新奇PEPCの発現様式と酵素特性を調べ、C3植物であるイ

ネのもつC4光合成関連酵素遺伝子の機能を明らかにする。また、キャベツ(C3型)を種子

親、 (C3-C4中間型)を花粉親とした逆交雑植物を解析し、C3-C4中Moricandia arvensis

間光合成形質の遺伝機構の全体像を明らかにする。

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）

OSK遺伝子のRNAiを登熟初期の未熟種子で誘導し、OSKの機能を解析する。炭水化

物の転流ひいては収量に関与するQTL(gw6)の染色体領域の矮小化を図る。

（３）植物の形態形成を制御するジンクフィンガー型転写因子の機能解析

①植物の形態形成を制御する転写因子の機能解析（生理機能研究グループ）

pMADS3のエピジェネティックな発現制御においてシグナル分子として働くと推測され

るsmall RNAを特定する。また、pMADS3発現制御領域におけるDNAメチル化とpMADS3

の発現およびその遺伝様式との関連を明らかにする。アラビドプシスのジンクフィンガー

遺伝子AtSPL5の発現様式を解析し、機能との関連を解明する。

（４）原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析

①原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析（生体高分子研究グループ）

原形質膜オーキシン受容体の構成タンパク質を明らかにし、オーキシンの情報伝達

機構の解析を進める。

５）動物における生命現象の分子機構の解明

（１）生殖系列細胞等の発生分化機構の解明と発生工学的利用技術の開発

①マウスをモデル系としたＥＳ細胞等の増殖および分化制御要因の解析（発生分化研究

グループ）

siRNA等を利用し、ES細胞の分化制御におけるPpet遺伝子の機能解析を中心に実施

するとともに、胚発生における生理機能をキメラや核移植系を利用して明らかにしてい

く。最終的には、ES細胞の分化制御に関連した遺伝子を見いだし、その機能を明らかに

していく。

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）
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ニワトリの品種識別やトレーサビリティをより確実に行うため、SNPsの検索範囲をニワト

リミトコンドリアDNA全体に拡張し、SNPsタイピングにより分類できるミトコンドリアDNAの

種類を増やす。一方、ニワトリ個体への外来遺伝子導入に関しては、引き続き胚盤葉細

胞や始原生殖細胞の染色体へ外来遺伝子を組み込む方法の開発を行う。また、すでに

作出されたキメラニワトリについては、生殖巣における外来遺伝子の存在を調べる。

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、ゲノム研究グループ）

異種移植において、ブタ臓器表面に存在する糖鎖を改変することは重要であるので、

糖鎖の切断酵素を発現させる形質転換豚の作出を試みる。

④ウシ胎盤細胞の分化増殖および再構築要因の解析（発生分化研究グループ）

16年度に報告したPRP-VIIのタンパク質構造と機能について検討し、その生理的意義

を解明する。BMPsについては、組み換えタンパク質を大量に生産して抗体を作成する。

これまで検討してきたサイトカインや胎盤特異タンパク質に加えて、新規に発見したPRP

等の分子が胎盤細胞の増殖・分化に果たす役割を総合的に解析する。

（２）動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

①脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明（生体機能研究グループ）

動物細胞の培養担体に組織切片あるいはゲル薄膜を利用して、細胞の機能特性の

解析と成長に関与する因子の探索を行う。再生肝組織より作製した組織切片担体上で

マウスES細胞を培養してアルブミン発現細胞に分化誘導できたので、その誘導に関与

する因子の探索を行うと共に組織切片を利用した培養モデルの有用性をまとめる。ま

た、ゲル薄膜上で培養した初代肝細胞の機能特性の解析から、毒性評価に有用な培養

モデルを提案する。

②発育、成熟等に関与する因子の探索および同定（生体機能研究グループ）

「ウシインプリンティング遺伝子」に関し、牛クローンにおけるエピジェネティック発現異

常と形質との相関を明らかにする。「脂質代謝」に関しては、脂肪酸生合成・代謝酵素遺

伝子の発現調節に関与する因子について解析を進める。「抗病性」については、ニワトリ

の抗腫瘍、マイコプラズマ抗原非感受性の領域を明らかにする。「ブタCYP」、「コレステ

ロール生合成」については、16年度に得られた成果を補強するための実験を追加する。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構および繁殖中枢調節機構の解明

①ウシ、ブタの脳定位固定装置の開発および大脳辺縁系・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、ブタを用いて、レプチンなどの成長ホルモン分泌調節に関わると考えられる物質

と脳内情報伝達物質との関係、ストレス反応系で生じるグルココルチコイドの性腺機能を

中心とする繁殖機能調節機構における役割、匂い刺激によって引き起こされる海馬の神

経情報の入出力変化を解析する。

②反芻動物の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調節に関わる神経伝達物質および末

梢性因子解明（生体機能研究グループ）

繁殖機能制御中枢の活動を抑制する低栄養シグナルとしてのケトン体の役割をさらに

明確にするため、末梢で作られたケトン体を脳内へ能動的に取り込む機構の詳細を解

明する。さらに、反芻動物のエネルギー基質として重要な役割を果たしている揮発性脂

肪酸や、栄養状態によって変動するレプチンやグレリンなどの生理活性物質について、
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繁殖機能の制御に影響をおよぼす低栄養シグナル物質として機能しているかどうかを解

析する。

（４）ヒメミミズ等の発生分化、カイコの脱皮変態等に関わる主要な遺伝子の単離と機能

解明

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

と遺伝子機能解析系の構築（発生分化研究グループ）

これまでに、ヤマトヒメミミズ、カブラハバチ、カイコ、線虫等から単離してきた、生殖・

発生・再生等に関わる遺伝子について、 、免疫染色、RT-PCR等にin situ hybridization

よる発現パターン解析を行い、それぞれの現象に関わる主要な遺伝子を選別する。ま

た、RNA干渉等の遺伝子ノックアウト法を用いて、主要遺伝子の機能解析を行う。

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

ク質の単離とその機能解明（発生分化研究グループ）

膜上のIGR結合タンパク質の修飾を調べる。ゲノム情報で得た神経ペプチドについ

て、受容体単離、機能・分布解析、その生理機能証明のため、ペプチド濃度Broad-com

plexの発現、機能解析を行う。カイコゲノムに対してタンパク質同定を行い、データベー

ス作製を進める。表皮細胞のIGR処理による細胞数及び倍数化の変化を解析する。

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

機能および多様性の解析

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

工学研究グループ）

間性突然変異の解析では、４倍体両性生殖系統を作製し、カイコの性染色体構成と

性決定機構を再調査する。また、Isx-2における欠失領域の相同性検索等を行い、間性

関連遺伝子を探索する。新規突然変異の解析ではホメオティック突然変異遺伝子のう

ち、EMu、ENc、ECw、Ncの配列順序を決定する。長期保存では、卵巣移植、人工授精

法の改良と共に、長期貯蔵性の指標探索のため、品種別に卵内糖アルコール含量の測

定を行う。

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）

カイコ尿酸代謝遺伝子oaおよびodの原因遺伝子のクローニングを目指すと共に、og

遺伝子のDNA多様度を推定し、他の遺伝子と比較検討する。同遺伝子由来のトランスポ

ゾンOrgandyの転移機構の検証を進める。脱皮ホルモン受容体の特異機能発現につい

ては、EcRアイソフォーム特異的領域と相互作用する因子の単離を免疫沈降法や、遺伝

学的方法などを用いて進める。

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

目した味覚受容伝達系の解明

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

究グループ）

匂いの質(種類)、量(濃度)の情報が触角葉の神経細胞によってどの様に表現(コード)

されるのかを解析する。キノコ体において匂いの情報がどの様に表現されるのかを解析

する。上記の解析を統合し、匂いの識別に関わる神経機構を解明する。
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②カイコ等の味覚応答の解明と感覚子特異的分子等に着目した味覚受容伝達系の

解明（生体機能研究グループ）

ニクバエのCLEM36、SpABCタンパク質の機能解析を進め、味覚との関連などを明ら

かにする。カイコの化学感覚受容に関わる遺伝子の単離を行い、電気生理的手法により

味覚の情報変換に関わるチャネル等を調べる。アゲハ類の産卵行動における味覚の関

与を調べ、味覚細胞の電気生理的解析を行う。新規光学分割剤の分離・分析特性を、

各種のラセミ体信号物質を用いてさらに解明する。

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

等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解明

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

休眠・繁殖・耐寒性等の解明（生体機能研究グループ）

ネムリユスリカではクリプトビオシスの誘導に関わる遺伝子群の特定を行う。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し、その様

相を明らかにする。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る。卵吸収に関与するタンパク質分

解酵素の単離精製を行う。チャバネアオカメムシの卵吸収に伴う形態的変化についてさ

らに詳細に解明する。

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

ループ）

ケルセチンのプロリン抱合体の生合成経路を推定し、緑繭と白繭の比較を行い

つつ、本化合物の生成に関わる酵素反応の測定系の確立を図り、生合成経路を明

らかにする。

カイコとエリサンの各組織におけるステロール含量の 齢幼虫期における推移5

について解析し、 齢幼虫における各組織のステロールの蓄積の状況を 種で比5 2

較する。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

（１）環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

①塩・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）

Na+輸送を担うOsNHX1とOsNHX4遺伝子の発現について、プロモーター解析等によ

り塩や高浸透圧ストレスに対する組織特異的な応答を明らかにする。クロライドチャンネ

ル遺伝子（OsCLC1とOsCLC2）の破壊系統イネの微細構造を日本晴との間で比較解析

するとともに、破壊系統イネのみに見られる表現型が遺伝子の破壊に起因することを確

認し、両遺伝子の機能の解明を目指す。ストレス応答性転写因子ZAT6の野生型および

改変型遺伝子を薬剤誘導的に発現するシステムを用い、前年度見出したZAT6の下流

遺伝子候補の中からZAT6の直接の標的遺伝子を同定することによって、ストレス応答に

おけるZAT6の機能解明を図る。

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）

AOS1遺伝子に変異を持つcpm1突然変異体をマイクロアレイで解析して、ジャスモン

酸によって発現が制御されている遺伝子を同定する。さらにそれらの発現制御に対する

光の関与を調べ、フィトクロムシグナルとジャスモン酸との関係を明らかにする。また、heb

iba突然変異のマップベースクローニングを進め、原因遺伝子の同定に取り組む。
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（２）イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析

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）

phyABC３重突然変異体で顕著に発現の増加や減少が認められる遺伝子の中から、

転写因子(scarecrow-like)や植物ホルモンの合成系の酵素(ACO, P450)等、形態形成

に関与している可能性のある遺伝子に着目し、これらの遺伝子の発現様式や発現部位

を詳しく解析するとともに、形態変化との関連性を解析する。

（３）植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

①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の完成に向け、変異検出プローブ導入個体数

の大幅増により、ゲノム領域による変動率の分析を系統的に行う。抵抗性遺伝子機能を

利用した分子認識遺伝子選択法の開発に向け、実際のターゲットを用いてシステムの調

整を行う。病原体認識シグナル伝達系の解明に向けてイネのミュータントパネルから劣

性抵抗性変異体をスクリーニングする。圃場抵抗性を含め新規イネいもち病抵抗性遺伝

子の単離も試みる。オオムギの小穂非脱落化遺伝子はイネとオオムギの同祖性による高

密度地図を作成し、皮裸性遺伝子は候補遺伝子を明らかにして新法による相補実験を

試みる。2次細胞壁合成関連遺伝子の機能分析を行う。

（４）共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

①共生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）

ENOD40ノックダウン系統について、根粒の形態形成に及ぼす影響など、さらに詳細

な表現形質の解析を行い、ENOD40遺伝子の根粒形成における機能を明確にする。生

化学的・分子生物学的手法を駆使してIGN1の機能解析を進め、この遺伝子が共生後期

の宿主植物と共生菌の相互認識に深く関わる新規遺伝子であるとの仮説を検証する。

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

開発

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）

Ljsym71/86の機能解析を続行し、Caスパイクを中心とした初期のシグナル伝達系の

基本構造を明らかにする。Sym71の下流に位置すると想定されるSym70、72について、

遺伝子単離を成し遂げる。Fix-変異については、DNAクローンの得られた2系統につい

て遺伝子単離を達成するとともに、他のfix-系統についても表現型解析と並行してファイ

ンマッピングを進める。

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

虫に対する有害物質の検定系の確立

①効率的な超微量分析法の開発に着目したアリ類や捕食性カメムシ等の行動解発因の

解明（生体機能研究グループ）

カメムシ類については、活性成分のさらなる解明と活性評価を行って、より効果的な誘

引剤開発を行う。アリ類については，巣仲間認識攪乱物質の成分解明を発展させる。ゴ
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マダラカミキリについては、誘引活性成分の分離と化学構造の解明に挑戦し、誘引剤開

発の端緒をひらく。その他、キオビエダシャクなど鱗翅目昆虫の摂食や配偶行動解発に

関わる因子の解明を引き続き試みる。

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に含まれる主要酵素の１つであるラッカーゼの機能を知るため、

イネに存在する成分に対する酸化活性を調べる。ツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子の単離

を目指してファインマッピングを行う。また、クワの乳液に含まれる高分子性耐虫成分を

調べる。

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

循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

①トビイロウンカ共生微生物等の系統解析および共生関連遺伝子の解析（昆虫適応遺

伝研究グループ）

カイコオリゴアレイを用いて、遺伝子ネットワークの研究を、ウンカオリゴアレイを用いて

ウンカの翅型発現解析を行う。ヌカカの種特異的な遺伝子配列を明らかにする。昆虫ゲ

ノム情報やオリゴアレイなどを用い、JH関連遺伝子などを明らかにする。改変シロアリセ

ルラーゼの基礎特性・応用特性の解明をすすめる。IRESを使用して，真核生物の実用

的な再構成翻訳系の作製を試みる。 のカイコ腸管定着因子の解Enterobacter cloacae

明を進める。

（８）昆虫病原微生物および植物病原微生物に由来する生理活性物質等に着目した感染機

構および植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

①昆虫ポックスウイルスのスピンドル等の機能と感染要因の解明（昆虫適応遺伝研究グ

ループ、昆虫生産工学研究グループ）

昆虫ポックスウイルスのスピンドルが囲食膜を崩壊させるメカニズムの詳細について解

析する。カイコのBt菌Cry1Ac型毒素抵抗性の遺伝様式等を究明する。カイコのB.brong

niartii抵抗性と血球細胞の捕食能などとの関連について調査する。微胞子虫の胞子の

性状と利用法について検討する。クワ暗斑病菌の一種 が産生Myrothecium verrucaria

する各生理活性物質の生物毒性を調査する。

（９）免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単離と機能解明および生体防御機構解

析のためのインビトロ培養細胞系の開発

①正常および遺伝子改変マウスを用いた免疫機能の解析、および細胞系を用いた免疫関

連遺伝子の機能解析（生体防御研究グループ）

ミクログリア持続感染系を用いてプリオン感染マーカー候補を探す。ウシ細胞株を用

いたプリオン感染系を作出する。ミクログリアのシグナル伝達におけるWASP分子の役割

を解明する。N21抗体を用いてウシ血液系前駆細胞の解析を行う。

（１０）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変および機能、発現機構の解明

①カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変および機能、発現機構の解明（生体防

御研究グループ）

カイコ抗菌性ペプチド遺伝子の活性化に関与する転写因子(BmRel, BmRelish)の役
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割を詳細に解析する。カイコ体液からBmNPVの増殖を阻止する新規抗ウイルスタンパク

質を精製し、その性質を調べる。昆虫由来の種々の改変ペプチドの病原微生物に対す

る高い治療効果の条件を追求する。

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

１）遺伝子組換えによる機能性作物等新生物資源の開発

（１）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

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）

光合成特性、代謝特性等、4種類のC4光合成酵素を併せ持つ形質転換イネ・ホモ系

統の生理学的解析を行い、イネへの疑似C4光合成回路付与に取り組む。

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、 酸化酵素およびブラシノライド受容体の変GA2

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う。

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の特性調査と世代促進を行う。

（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性個体、ストレス耐性個体の作出

①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）

1)PRO10-ssChiC系統のT1自殖幼苗を用いていもち病抵抗性を検定する。また、PRO

10による接種後の遺伝子発現様式を詳細に解析し、特に、ChiC発現の経時変化といも

ち病抵抗性発現の有無について考察する。以上により、ChiC遺伝子のイネにおける蓄

積部位といもち病抵抗性付与効果、および、PRO10の病害抵抗性分子育種における有

用性を明らかにする。2)RCC2遺伝子を導入したT1個体については、引き続き導入遺伝

子の存在・発現解析と抵抗性検定を継続し、オオムギうどんこ病に対して抵抗性を示す

個体を育成する。出穂した段階で切り穂検定を利用して赤かび病抵抗性についても検

定する。3)RCG3遺伝子を導入したT1個体を育成して遺伝子の存在・発現解析を行うとと

もにオオムギうどんこ病に対する抵抗性を検定する。

（３）遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

①遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出（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ラットへの給餌実験により、開発した形質転換米の血清コレステ

ロール値低下作用能の有無を調べる。7Crp集積米については食品安全性試験や材料

確保のための隔離圃場での栽培試験を行う。GLP-1ペプチド集積米については再度試

験を行って、有効性を確かめる。トランスポーター遺伝子を導入したイネでの鉄蓄積能

について調査する。CoQ10イネについては、種子特異的プロモーターを用い、種子にお

けるCoQ10の局在と蓄積を行う。

２）新たなＤＮＡマーカーの開発

（１）ＤＮＡマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

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）

日本型品種間の雑種後代で出穂期の遺伝解析を行う。ササニシキとハバタキのCSSL
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を利用した穂の形態形質に関与するQTLのマッピングとそのササニシキへの導入を行

う。コヒシカリ・Nona BokraのCSSLは、最終候補個体を選抜し、系統群を完成させる。日

本晴・コシヒカリのCSSLsについては、BC3F1個体を栽培し、候補個体を選抜する。他の

CSSLについては、戻し交雑を進める。

（２）ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

①ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発（ゲノム研究グループ）

2つの家系を用いて肉色QTLをファインマッピングし、育種に利用できるDNAマーカー

を開発する。DNAマーカー選抜試験では十分な頭数のF3個体から得た形質を調査し

て、選抜効率を評価する。DNAマーカーアシスト導入試験についても継続して行う。

（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

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）

16年度に極めて強いＢＴ毒素抵抗性を示す系統が3、これとは異なると思われる抵抗

性を示す系統が1、見い出されたことから、17年度はこれらの系統の抵抗性の遺伝解析

を行う。また、沢J系統が持つ食性異常の遺伝子の解析については、引き続き遺伝子座

位の決定とマーカーの開発を進める。さらに、新たなEST cDNAクローンの開発を進め、

それらの連関検索とマッピングの充実を図る。

３）放射線利用技術の開発

（１）各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応および変異率の比較（放射線育種場）

イネ種子を照射材料として100MeVヘリウムイオンの変異誘発効果を明らかにする。ま

たシソのガンマ線およびイオンビームの効果について明らかにする。さらにこれまで解明

された作物について総括する。

②効率的な突然変異誘発技術の開発（放射線育種場）

キクの線量率の影響について，総線量30Gyでの詳細な調査、および総線量15Gyおよ

び60Gyでも解析を進める。また普通ソバのこれまで得られた高抗酸化能の系統につい

て選抜を進める。それらの系統のポリフェノール組成を明らかにする。さらにこれまで確

立した変異誘発技術について検証する。

③誘発突然変異と形質転換を利用した育種・機能解析素材作出法の開発（放射線育種

場）

ガンマ線およびイオンビーム照射した果樹について自家和合性等の変異体の選抜を

行いその効果を解析する。チャでは照射方式、目的器官に適した放射線照射条件を明

らかとする。クワの形態突然変異体の特性を解明し、ガンマ線による復帰突然変異体の

誘導、キメラ様式の解明を行う。また、チャにおけるカテキン等の機能性成分について選

抜技術の効率化を行うとともに、成分変異の評価を行う。果樹、クワの成分変異体の選

抜、その特性評価に取り組む。

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

出

①木本性作物の耐病性突然変異体の誘発・選抜技術の開発と素材作出（放射線育種場）

ナシ・リンゴの耐病性変異の選抜を行うとともに、これまでに得た耐病性変異系統の素

材化を進める。ナシ黒斑病耐性品種・系統等から不定芽を誘導し、そのキメラ性の確認
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および解消を試みる。またこれまで遺伝性の検討がされていないナシ・リンゴの耐病性

変異体品種・系統について、耐病性の遺伝について明らかにする。チャ炭疽病抵抗性

について少量サンプルの検定を含めた検定法の体系化を行い、抵抗性変異体としての

有望素材の最終選抜を行う。

（３）イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析

①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）

NYC1タンパク質の機能に関するさらに詳細な解析を行うとともにNYC3遺伝子の単離

・発現解析を試みる。さらに新規老化関連突然変異体の単離を試みる。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開発および単離（放射線育種場、分

子遺伝研究グループ）

イネ種子蛋白質およびアミロース等の突然変異系統の育種素材化を図り、育種機関

に提供する。日本晴にγ線およびイオンビーム照射した突然変異M2種子を70,000系統

整備する。

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

１）有用物質生産技術の開発

（１）生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出

①生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出（新生

物資源創出研究グループ）

導入遺伝子産物の種類と目的に応じて、蓄積させる細胞内オルガネラを選択する技

術の改善を目指す。改変オボキニン(RPLKPW）のイネ種子への蓄積をより高めるため、

高発現系統間で交配を行い、高度集積を図る。IgE結合性を消失させたダニアレルゲン

Derf2、主要なエピトープを含むDep1ドメインやマウスエピトープペプチド蓄積米をマウス

に経口投与し、ダニアレルギーに対する免疫寛容能の有無について調査する。

（２）遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築と、効率的周年人工飼料育のため

のクワ系統の素材化

①遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築（昆虫生産工学研究グループ）

異なるベクター（前駆体型と活性型）を有する２種のウイルス株を同時に用いた経口感

染法の有効性が経皮接種に比べて低いことが問題点として残されたため、経口接種に

適した同ウイルスの感染方法(改良法)について検討する。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化（昆虫生産工学研究グループ）

引き続き交雑及び育苗を実施するが、桑萎縮病の抵抗性付与をねらった組合せに重

点化する。個体選抜及び系統選抜については、従来どおり継続して実施する。系統選

抜試験で良好な成績を示した「本98－02」については、平成18年度より群馬県で系統適

応性検定試験に供試するための育苗を行う。本課題の当初の目標である人工飼料への

添加をねらった桑系統は、多数素材化されているので、今後桑品種改良指定試験事業

などの中で育成を進める。

２）生体機能模倣技術の開発

（１）化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

①化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発（昆虫新素材開発研
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究グループ）

改質石英ガラス表面へ固定化したリポソームの刺激応答性を確認する。認識糖鎖を

導入したラクトース修飾絹フィブロインの繊維芽細胞培養基材としての適性を示す。シリ

コンチャンバ等に形成した脂質二重膜の刺激応答性をMOSFETで検出する。リポフェク

ション法で用いる試薬の調製法や導入時期等の最適化を検討し、導入効率の向上を行

う。

（２）微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

①微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発（昆虫新素材開発研

究グループ）

引き続きマイクロ電極の試作、改良、計測を行い、これまで以上にSN比がよく筋電位

の計測可能なマイクロ電極および、計測システムの開発を行う。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発

（１）ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立（昆虫適応遺伝研究グループ）

ヒメハナカメムシ類の地域系統間の関係解析用マーカーとして、核および mtDNAに

おける１塩基置換による多型的DNA部位を多数検出し、また、それらの簡便検出法を開

発する。行動特性の異なるカブリダニ系統を用いた室内分散実験を行うと共に、カブリダ

ニ誘引活性の高い揮発性化学成分の探索・同定を行う。より多くのケナガカブリダニの

マイクロサテライト遺伝子マーカーを作製し、遺伝的多様性の程度を明らかにする。ま

た、ヒメハナカメムシ類の地域個体群間の変異をマイクロサテライトマーカーにより明らか

にする。

（２）環境負荷物質の低減および環境修復のための組換え植物の作出

①環境負荷物質の低減および環境修復のための組換え植物の作出（新生物資源創出研

究グループ）

特定網室での形質転換イネの残留農薬低減量を評価する試験を行い、実際の環境

に近い栽培条件下でも、この形質転換体が有効であることを明らかにする

４）新素材および新蚕糸技術の開発

（１）セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発および飼育技術の開発

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育成および飼育技術の開発（昆虫生産

工学研究グループ、昆虫適応遺伝研究グループ）

極細繊度品種やセリシン蚕、着色繭など繭糸質に特徴ある蚕品種とその飼育法を確

立し、生産物の特性解明および利用法開発を行なう。また、桑生産予測モデルの構築

や収量等の品種比較、蚕の細菌抵抗性と抗菌活性の関係解明、繊度・広食性の制御染

色体同定、遺伝資源登録系統のカタログ化を完結させる。

（２）キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

①キチン、フィブロイン等を用いた精密化学製品等機能性素材の開発（昆虫新素材開発

研究グループ）

1．細孔を付与したミクロスフェアの薬物徐放性を調べ、細孔を有しないミクロスフェア
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と併せて、カイコキチンから作出したミクロスフェアの徐放担体としての有用性を評価す

る。2．超臨界二酸化炭素を用いてカブトムシ幼虫クチクラから脂質を分離し、組成を明

らかにする。カイコクチクラ由来脂質と比較して、昆虫由来脂質の特性を明確にする。3．

家蚕及び野蚕の絹フィブロイン膜が酵素による生分解過程で生ずる、絹タンパク質の理

化学特性変化と構造変化の全容を解明する。

（３）絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術の開

発

①絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術の

開発（昆虫新素材開発研究グループ）

ゲノムデータベースから得られた塩基配列情報をもとに、セリシンAの全一次構造をR

T-PCR法により解明する。また、主要な2種セリシンであるセリシンMとセリシンAのフィル

ム及びゲル物性の比較を行う。液状絹の構造を、圧力、温度による相転移から解析す

る。リン脂質膜の電子顕微鏡観察を実施し、後部絹糸腺由来フィブロインがリン脂質膜

を貫通することを平面膜法により立証する。クモ糸分子構造に関して、遺伝子解析で得

られたアミノ酸配列の情報と分光学的知見を合わせ、分子モデルの構築を行うとともに、

繊維蛋白質の力学的特性と構造情報の相関を確立し、昆虫由来繊維蛋白質の素材化

プロセスの最適化を行う。固体ＮＭＲ手法、Ｘ線回析手法あるいは熱的手法によりスポン

ジ微細構造の解析を進めるとともに、素材利用に必要な物性との相関を明らかにする。

（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出およびシルクの機能性利用と加

工技術による生活用素材の開発

①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）

核磁気共鳴法によるセリシンの精密構造解析を行うとともに、新規な機能性を有する

改変セリシン素材を作出する。古代の甲冑などに用いられている絹糸の特性解明を行

い、修復のために現有する蚕品種の中から最適な品種の選抜を行う。シルクを高温で焼

成したシルクカーボンの特性評価と用途開発を行う。スラリー液中金属成分のシルクへ

の定着技術を開発する。1台の繰糸機で多様な糸を繰製できるフレキシブル繰糸機を開

発する。人工皮膚用基材として高強度繭糸による１粒繭糸織布を作成し、その特性評価

を行う。以上の開発により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研究

を完成させる。

ＤＤＤＤ バイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーをををを支支支支えるえるえるえる基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術のののの開発開発開発開発

１）生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

（１）遺伝子情報等に基づくイネ属等植物および植物病原微生物の多様性解析

①オルガネラ遺伝子情報等に基づく植物の多様性の解析（遺伝資源研究グループ、

新生物資源創出研究グループ）

イネ科の属内における遺伝的多様性については、イネ属における種子タンパク質遺

伝子の多様性について解析を行う。また、染色体構造から、栽培イネの多様性とその

祖先イネとの相関を解析する。サトウキビ属については、葉緑体ゲノムの多様性に基づ

き、系統解析を行う。イネ科の属間における比較ゲノム解析については、染色体歩行に

よって得たBACの塩基配列を決定し、遺伝子予測をもとにオオムギ条性遺伝子の候補



- 18 -

領域を限定する。

②植物病原微生物のゲノム構造における病原性関連遺伝子群の解析（遺伝資源研究グ

ループ）

病原性誘導条件下における遺伝子発現プロファイルについて、さらにDNAアレイによ

る網羅的な解析と病原性発現に関わるセンサー遺伝子の同定を進める。それによって、

イネ白葉枯病菌のhrp遺伝子群の発現に関わる主要な遺伝子を同定し、hrp遺伝子群制

御系の概要を明らかにする。また、ゲノム情報と遺伝子発現情報を関連づけたデータベ

ースの構築に着手する。

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解析（遺伝資源研究グループ）

糸状菌ではこれまで再分類を行った菌種について、菌種同定用のDNA塩基配列デ

ータセットを構築すると共に、迅速な分類・同定のための種特異PCRプライマーを設計

し、実用性を明らかにする。Xanthomonas属細菌では従来のデータにhrp病原性遺伝子

群の解析結果を加えて、同定用のデータセットを構築する。

（２）野生植物等の集団動態解析法の開発および動物遺伝資源の特性維持、保全手法の

効率化

①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）

インゲンマメ等他のマメ科作物のEST－SSRマーカーを連鎖地図に集積し、アズキゲノ

ム全体に分布する分子マーカーの作成を完了する。また、国内に野生種集団が広く分

布し、組換え遺伝子の拡散リスク評価で栽培種から野生種への遺伝子拡散の実態把握

が必要とされているダイズについて、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ようなマイクロサテライトマーカーを作成する。

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）

血縁情報やQTL情報を含む様々な遺伝情報を利用することにより、動物遺伝資源とし

ての特性を維持しながら繁殖能力を改良するための多様性の維持・保全に関する理論

的な検討を行い、小集団における種畜の効率的な選抜手法を確立する。また、マイクロ

アレイ複製データの解析法について実用性の検証を行う。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能および重複遺伝子等の機能の多様性解析

①植物の限界環境適応機構に関わる分子機能の多様性解析（遺伝資源研究グループ）

ブロムグラス等の耐寒性誘導過程の発現解析から単離した遺伝子のうち、低温誘導

性キチナーゼ等の耐寒性における機能や発現制御を明らかにする。これらの遺伝子を

導入したイネの形質評価を進める。凍結制御に関わる氷核活性物質などについてさらに

物質的特徴を明らかにし、特許を取得する。オオムギの分離集団を用い、日長感応性

等、出穂に関わる遺伝子の領域を特定する。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

①微生物の生物間相互作用に関わる遺伝子の解析（遺伝資源研究グループ）

イネいもち病菌の各種変異株を用いて、宿主感染時に働く遺伝子制御系関連遺伝子

の同定を進める。また、付着器形成時の遺伝子発現パターンに対する薬剤添加の影響

をマイクロアレイを用いて明らかにする。イネ抵抗性遺伝子Pb1の座乗領域を50kb程度ま

で絞り込み、その領域に関したイネ相補性試験に着手する。また、出芽酵母に対する、
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各種酵母キラータンパク質作用の多様性を明らかにし利活用を図る。バイオ燃料電池試

作リアクターについて実用化のための機能評価を実施する。

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

生息域内保存のための調査研究

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発（遺伝資源研究グループ）

未成熟生殖細胞(原始卵胞卵子および前精祖細胞)からの初期胚への発生率を向上

させるとともに、胚移植によって個体へと発生させる。マイクロチャンバーを用いた胚発

生系の胚発生率を向上させる。FKBP6の野生型遺伝子をミュータントラットの精原細胞

に導入する遺伝子治療を行う。

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ゲノム野生種については、広い地理的範囲の系統に関して生態地理学的解

析を行い、アズキ亜属野生種については、新たにラオスとミャンマーの遺伝資源のDNA

様性解析、現地調査多様性解析を行う。イネ属、アズキ亜属ともに、これまでのDNA多

情報を総合して生息域内保存のコア集団を決定する。

２）実験用動植物の開発

（１）ミュータントパネルの作出

①ミュータントパネルの作出と表現型データベースの構築（分子遺伝研究グループ）

16年度で表現型観察については、作成したミュータントパネルの系統を一巡した。種

子の在庫が少なかった系統に関しては、観察より除外していたので、増殖もかねて除外

していた系統を圃場に展開して、表現型一次データベースを完成させる。

（２）マウスにおける遺伝子改変技術の開発と疾患モデルマウスの作出

①免疫不全および炎症性疾患モデルマウスの作出（生体防御研究グループ）

♀(♀DDD×♂SPRET/Ei)×♂DH-Dh/+の交配を行い産仔より得た生存産仔の比率

は期待どおり、♀+/+：♀Dh/+：♂+/+：♂Dh/+ が2：2：2：1となったので、♂Dh/+を利用

し、Grdhq1座詳細マッピングを完了させるとともに、Y遺伝子を明らかにする。また、新規

遺伝子改変技術により、ウイルス感染抵抗性モデルマウスを10系統程度作出する。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

①形質転換ブタ作出のための個別技術の高度化と技術体系の構築（発生分化研究グル

ープ）

豚中枢神経幹細胞を用いた核移植を引き続き実施し、産子への発生能を明らかにす

る。また、作製されたcDNAを用いたマイクロアレイにより、時期別の卵丘細胞における遺

伝子発現を網羅的に調べると共に、個別の遺伝子に関して詳細な解析を行う。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発

（１）新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

①新規のプロモーターおよび発現ベクターの開発（新生物資源創出研究グループ）

イネ完全長cDNA過剰発現トランスジェニックイネの作出、表現型解析、導入遺伝子解

析等を継続し、データベースや種子ストックの充実を図る。各系統の表現型から育種上

有用と期待される遺伝子について詳細な解析を行い、遺伝子機能を解明する。酵母と

緑色植物で特徴的に相同性が高い遺伝子をイネ完全長cDNAから検索し、酵母系で機
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能を解析する。有用なものは イネに再導入してさらに機能を調べる。幼穂特異的発現

の見られた遺伝子について、、 等により発現を詳細に解析するとin situ hybridization

共に、プロモーター領域を単離しGUS遺伝子等につなげイネに導入する。

（２）高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析

①高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析（新生物資源創出研究グル

ープ）

γ線抵抗性植物体における相同組換え頻度について解析を行うと共に、変異体にお

いて転写レベルで変化のみられる遺伝子をマイクロアレイによって解析する。アクチベ

ーションタギングにより、Rad51遺伝子の発現が変化した植物体を選抜する。Rad51パラ

ログやBrca2のノックアウト植物体における体細胞分裂と減数分裂を観察すると共に、

非相同組換えの遺伝子欠損株との2重変異体を作り解析する。

（３）コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

①コムギおよびダイズの形質転換技術の開発および改良（新生物資源創出研究グルー

プ）

16年度に得られた亜硝酸還元酵素遺伝子に着目し、この遺伝子を導入し、強制発現

することでコシヒカリの培養特性が変化し、再分化能が向上することを確認する。減圧+

超音波処理法の特許性に関する調査に基づいて、追加の実験を行い特許出願(優先件

主張)をする。培養系を用いた組換えムギ類の作出について、選抜マーカー遺伝子等を

根本的に見直し、安定的な組換え体作出方の確立を目指す。ダイズ高感染性アグロバ

クテリウムKAT23株およびその感染性をなくしたSoy2株の感染特異性を調べるとともに、

Soy2株を用いたダイズへの感染系と形質転換の実験系を作り上げる。

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)

イネ吸水種子にアグロバクテリウムを介して植物ホルモン合成酵素遺伝子を導入し、

胚盤組織から不定芽を誘導する実験系を構築する。マイクロインジェクション法、アグロ

バクテリウム法ともに一過的発現を指標としてイネ花器官への導入条件をより詳細に検

討すると共に、抗生物質等により形質転換植物を選抜する。コムギについては遺伝子導

入手法と選抜方法にさらなる改良を加え、実用化を目指したシステムを開発する。

（４）トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆虫等の作出技術および昆虫培養

細胞系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

①トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現系構築のための組換え昆虫作出技術

の開発（昆虫生産工学研究グループ）

トランスポソンによる組換え昆虫の作出を系として完成させ、効率の高いものとする。ま

た、導入遺伝子の発現手法についても改良を進め、有用物質の生産に適したものを確

in立する。また脳神経系で働く行動障害遺伝子に関しては、新たにRNAi変異体作製や

luciferase assayを導入し、新規行動遺伝子の同定を図る。vivo

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）

昆虫培養細胞株の極短期間作出法を検討し、作出された細胞株及びカイコBmFABP

遺伝子の機能解析を進めその応用を開発する。細菌成分に応答して抗菌ペプチド等を

発現誘導する免疫応答性細胞株について、カイコcDNAマイクロアレイを用いて遺伝子
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発現パターンを解析し、細胞を用いたモデル系を明らかにする。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

①社会的受容性の高い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）

アブラナ科作物における雄性不稔誘導の制御を可能にする。タバコにおいて葉緑体

形質転換の効率化に関する要因を明らかにし、イネへの適切な遺伝子導入条件を決定

する。部位特異的組換えによりマーカーを除くために、カルスに一過的に組換え酵素遺

伝子を発現させる方法を検討する。多重遺伝子導入方法の構築：イネ由来S627I変異型

ALS遺伝子を導入した組換えイネに、付与する薬剤抵抗性の異なるイネ由来P171H/R1

72S変異型ALS遺伝子を導入してスルホニルウレアタイプのALS阻害型除草剤で選抜す

る。

（６）安全性評価手法の開発

①組換え体の環境に対する安全性評価手法の高度化（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）

アブラナ科植物の種間雑種の生育や結莢率等を調査することで、雑種の環境適応度

に関する知見を得る。組換えカイコとクワコとの交雑を行い、雑種後代での導入遺伝子

の検出可能性を検証する。4から5齢期の蚕糞中のDNAへの漏出を経時的に明らかにす

る。また、カイコ死体由来DNAの土壌残留について調査する。腸内微生物の分画方法を

確立し、導入遺伝子の移行について調べる。組換えカイコに接種、再分離した各病原微

生物からDNAを抽出してPCRを行い、導入遺伝子の検出を試みるとともに、検出手法の

問題点を摘出する。また、各病原微生物毎に検出精度を高める手法を検討する。そし

て、カイコ組換え遺伝子の病原微生物への移行評価手法マニュアル案を各病原微生物

ごとに作製する。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

（１）遺伝資源の探索・特性評価・素材化

①遺伝資源の探索・収集と在来種、野生種の遺伝特性の解析（ジーンバンク）

引き続き国内外で探索収集を実施し、ジーンバンクが保有する遺伝資源の充実を図

る。探索対象の地域と遺伝資源の種類は共同調査事業との連携を図り重点化する。収

集・受入点数は、植物2,500点、微生物1,200株、動物25点を目標とする。ミャンマーから

導入したイネ遺伝資源200点等を隔離栽培し無毒化する。DNA多型解析や形質調査に

より、エゴマやハトムギ集団の遺伝的多様性を明らかにし、希少遺伝資源の最適な多様

性保全法に有用な情報を得る。

②遺伝資源の特性評価・素材化とタンパク質・核酸情報に基づく特性評価法の高度化（ジ

ーンバンク）

植物197,000点、微生物6,927点、動物818点の特性調査を行うとともに、課題公募等

により新規特性の発掘、育種素材化および新特性評価法の開発を行う。イネ・コアコレク

ションを用いたゲノムワイドな連鎖不平衡の解析、植物病原細菌の糖鎖構造の解析、ア

ジア鶏品種の類縁関係の解析等により、分子情報に基づく遺伝資源の特性評価法を高

度化する。
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（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化

①遺伝資源の長期保存・品質管理と増殖・保存技術の改善（ジーンバンク）

引き続きサブバンク等の協力により、植物235,000点、微生物22,577株、動物943点を

目標に長期保存点数を増やすとともに、増殖等によりアクティブコレクション点数を拡充

する。植物では、桑冬芽の超低温保存点数を増やし、イグサ多芽体の凍結保存を開始

する。課題公募による超低温保存の基礎試験と実用化試験に新たに取り組む。微生物

では、主にPythium属菌の超低温凍結法による長期保存法の改善に取り組む。動物で

その方法の改良を試みる。は、ニワトリ始原生殖細胞やカイコ精液の凍結保存と

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）

植物、微生物、動物の在庫管理システムの開発と改善、統一的な特性データ管理の

ためのスキーマの作成およびデータ管理システムの開発(微生物、動物)を行う。パスポ

ートデータの精査(植物)、データ検索プログラムの改善(微生物)、図鑑データの公開(動

物)の部門別課題のほか、ホームページを改善し提供データを充実化させる。DNAバン

クでは、引き続き最新データの収集と解析ツール・データベースの整備を行う。ゲノムリソ

ースセンターでは効率的で高質な配布業務体制と研究支援体制の整備に努める。

２２２２ 専門研究分野専門研究分野専門研究分野専門研究分野をををを活活活活かしたかしたかしたかした社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

（１）分析、鑑定

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度な専門的知識が必要とされ、他の機関では①

実施が困難な分析、鑑定を行う。母蛾検査についてはHPに掲載する。

講習、研修等の開催（２）

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①

的に協力する。

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②

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。

技術相談窓口を中心として外部からの相談に対応する。③

行政、国際機関、学会等への協力（３）

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①

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。

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。②

３３３３ 成果成果成果成果のののの公表公表公表公表、、、、普及普及普及普及のののの促進促進促進促進

成果の利活用の促進（１）

農業生物資源研究推進戦略会議において決定した主要研究成果の内から、直ちに利活①
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用できる（普及に移しうる）成果を選定する。また、15年度に選定した成果のフォローアップ

を実施する。

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②

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。

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③

を行う。

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④

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

知的財産権を確保しつつ、共同研究や研究成果移転促進事業等により、他の独立行政

法人や民間等に技術移転し、応用研究や実用化研究の推進を図る。

成果の公表と広報（２）

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

雑誌、機関誌等に公表する。

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②

室」の展示等を通じて公開に努めるとともに、重要な成果に関しては、適宜マスコミに情報

を提供する。また、組換え体開発関連の研究及び情報発信を行う体制を強化し、パブリッ

クアクセプタンスの確保に努める。

一般市民向けに研究所の成果を発表する講演会を開催する。③

知的財産権等の取得と利活用の促進（３）

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

的に特許等の出願を行う。

育種の研究成果が得られた場合は、積極的に品種登録を行う。②

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

える。

取得した知的財産権に係る情報提供はインターネット等を通じて行うとともに、研究成果移④

転促進事業等を活用し、知的財産権の利活用を促進する。
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ⅢⅢⅢⅢ 予算予算予算予算（（（（人件費人件費人件費人件費のののの見積見積見積見積りをりをりをりを含含含含むむむむ。）、。）、。）、。）、収支計画収支計画収支計画収支計画およびおよびおよびおよび資金計画資金計画資金計画資金計画

１７年度予算額については、適切な業務運営に努め、効率的に執行する。

平成１７年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

前年度よりの繰越金 １５３

運営費交付金 ７，６２９

施設整備費補助金 １０４

施設整備資金貸付金償還時補助金 ０

無利子借入金 ０

受託収入 ３，９２９

諸収入 ８

計 １１，８２３

支出

業務経費 ２，９９１

施設整備費 １０４

受託経費 ３，９２９

試験研究費 ３，６６４

管理諸費 ２６５

借入償還金 ０

一般管理費 ４９５

研究管理費 １７４

管理諸費 ３２１

人件費 ４，３０４

計 １１，８２３
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平成１７年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １１，６９７

経常費用 １１，６８８

人件費 ４，３０４

業務経費 ２，７０５

受託経費 ３，５２０

一般管理費 ４８６

減価償却費 ６７３

財務費用 ９

臨時損失 ０

収益の部 １１，６９７

運営費交付金収益 ７，４９６

諸収入 ８

受託収入 ３，９２９

資産見返負債交付金戻入 ２５８

資産見返物品受贈額戻入 ６

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０



- 26 -

平成１７年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １１，８２３

業務活動による支出 １０，９２１

投資活動による支出 ７９８

財務活動による支出 １０４

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １１，８２３

業務活動による収入 １１，５６６

運営費交付金による収入 ７，６２９

受託収入 ３，９２９

その他の収入 ８

投資活動による収入 １０４

施設整備費補助金による収入 １０４

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

無利子借入金による収入 ０

その他の収入 ０

前年度よりの繰越金 １５３
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ⅣⅣⅣⅣ そのそのそのその他農林水産省令他農林水産省令他農林水産省令他農林水産省令でででで定定定定めるめるめるめる業務運営業務運営業務運営業務運営にににに関関関関するするするする計画計画計画計画

１１１１ 施設施設施設施設およびおよびおよびおよび設備設備設備設備にににに関関関関するするするする計画計画計画計画

年度の施設および設備に関する計画は、大わし地区屋外排水設備を改修する。17

２２２２ 人事人事人事人事にににに関関関関するするするする計画計画計画計画（（（（人員人員人員人員およびおよびおよびおよび人件費人件費人件費人件費のののの効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）

人員計画（１）

方針①

重点研究領域への職員の重点配置等を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推

進を行う。管理部門については、引き続き事務処理の効率的運営に努める。

平成17年度の常勤職員数については424名とする。②

人材の確保（２）

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①

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。

広く人材を求めるため、研究を行う職については公募を実施する。②


