
平成１８年度計画

独立行政法人農業生物資源研究所

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１．評価・点検の実施と反映

①外部専門家・有識者よりなる評価助言会議等の自己評価・点検に係る諸会議を開催し、

業務の運営状況、研究成果について評価・点検を行う。

②評価・点検システム全体の見直しを行い、システムの効率化に必要な情報基盤の整備や

評価資料の効率的活用等を図る。

③研究内容の評価・点検においては、研究の質と量や達成度に加えて、研究成果の普及・

利用状況の把握、投入した研究資源の有効性を判断するための費用対効果等の視点から評

価・点検方法の見直しを行い、評価基準の明確化を図る。

④評価・点検結果並びに独立行政法人評価委員会の評価結果を業務運営に反映させる基本

的考え方や具体的方法等を明確にし、業務運営に的確に反映させる。

⑤職員の評価については、その基準を明確にする。

⑥研究職員の評価は評価者と被評価者のコミュニケーションツールとして有効に活用する

とともに、評価結果を研究資源の配分や処遇等へ適切に反映させるため、研究職員の評価

について見直しを行う。また、一般職員については、組織の活性化と実績の向上を図る等

の観点から、新たな評価制度の検討を行う。

２．研究資源の効率的利用及び充実・高度化

（１）研究資金

①研究所に求められる、革新的な農業生産技術の開発や新たな生物産業の創出に関する基

礎的研究等の分野のニーズを的確に把握することにより、研究課題の重点化を図り、研究

資金の重点的な配分を行う。

②農政上及び科学技術政策上の重要課題として国から受託するプロジェクト研究等につい

て重点的に実施する。

③研究の推進を加速するため、競争的研究資金等の外部資金への積極的な応募を奨励、支

援し、研究資金の充実を図る。

④研究課題の評価結果の研究資金配分への効果的な反映等、研究資金の配分・活用を効率

的に行うことにより、研究活動を活性化させ研究成果の向上を図る。

（２）研究施設・設備

①老朽化の現状や研究の重点化に即した研究施設・設備の計画的な整備を行う。

②施設利用の基準を策定し施設の有効利用を促進することにより、光熱水料等の施設運転

経費の効率化に努める。

、「 」③主要な施設・機械の機能について広く周知し共同利用に努めるとともに 利用委員会
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を設け、コスト意識の醸成を図りつつ、適切な管理・運営により施設・機械の有効かつ効

率的な利用を行う。また、開放型研究施設（オープンラボ）等に関する情報の公開に努

める。

（３）組織

①権限と責任を明確にした組織体制の整備と運営を行い、意思決定の迅速化を図る。

②中期目標を着実に達成するため、集中的・重点的に取り組む研究テーマを担う研究単位

を機動的に配置する。

③評価結果等を踏まえて機動的かつ柔軟に組織の見直しを行うため、研究組織に対する評

価を行う。

④つくば市本部とは別に研究施設・設備等を設置・運営している長野県松本市、岡谷市及

び山梨県北杜市にそれぞれ所在する３研究チームにおける事務及び事業については、新蚕

糸技術（シルクテクノロジー）に関する研究が重要となっていることから、そのニーズに

責任を持って対応できる体制を整備する。また、その業務を効率的・効果的かつ確実に実

施する観点から、中期目標の期間における当該組織の再編統合等の具体的な計画を策定す

る。

（４）職員の資質の向上

①人材育成プログラムを作成し、計画的な人材育成を図る。

②研究職員に対し競争的・協調的環境を醸成し、インセンティブを効果的に付与する。ま

た、他の独立行政法人を含む研究機関等との円滑な人材交流を行う。

③業務上必要な各種研修に職員を積極的に参加させるとともに、資質向上に必要な制度の

充実を図る。

④農林水産省等との人材交流を通して、研究管理能力やプロジェクトマネージメント能力

を有する人材の養成を図る。

⑤若手職員の養成プログラムを策定し、計画的な人材養成を図る。また、各種制度を積極

的に活用して研究職員の在外研究を計画的に実施する。

３．研究支援部門の効率化及び充実・高度化

①研究情報の収集・提供業務の効率化、充実・強化を図るとともに、情報共有システムの

運用により研究所全体の情報共有の促進及び業務の効率化を図る。

②総務部門の業務については、隔地研究チームの再編統合に合わせ総務分室の整理・統合

を検討する。また、所内ネットワーク、会計システムの積極的活用により、管理事務業務

を効率化し、一元的管理に努める。

③現業業務部門の業務については、高度な専門技術、知識を要する分野に重点化するとと

、 、 、 。もに 業務科体制の見直しを行うことにより 研究支援業務の効率化 充実・強化を図る

④研究支援業務全体を見直し、常勤職員が担う業務、臨時職員が担う方が効率的な業務及

びアウトソーシングする方が効率的な業務を整理し、研究支援部門の要員の合理化に努め
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る。

⑤研究所及び個人の研究活動を適正に評価し、研究の活性化を促進する評価機能、研究成

果を効率的に社会に発信、還元させる社会連携機能、情報発信と双方向コミュニケーショ

ンを通じ国民の理解を促進する広報機能等、新たな社会要請に対応した研究支援部門の充

実・強化を図るため、対応する組織を設置する。

４．産学官連携、協力の促進・強化

①バイオテクノロジー研究の中核機関として、独創的で質の高い農業技術シーズの創出と

研究成果の民間企業等への迅速かつ確実な移転を図るため、共同研究を推進し、人材交流

等による産学官の連携及び協力を強力に実施する。

②社会ニーズに対応した研究開発を図るため、研究開発の初期の段階から民間企業等との

共同研究を行う。

③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。

④独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う多様な専門知識を融合した総合的

な研究に必要に応じて協力する。

⑤独立行政法人国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究に必要に応じて協力

する。

⑥公立機関、民間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対応する。

⑦関係機関の参加を求めて、相互の連携・協力のあり方等につき意見交換等を行う。

５．海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

①イネゲノム研究等の成果を基に、国際機関等との包括的研究協定や国際機関が実施する

国際的プロジェクト研究への参画等を通して、国際的な課題の解決への取組を強化する。

②ポスト・イネゲノムシーケンス研究等において国際的優位性を確保するため、ゲノムリ

ソース等の研究開発資源を有効に活用し、中核となって関連国際機関や研究者との連携を

強化する。
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第２ 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

めとるべき措置

１．試験及び研究並びに調査

Ａ アグリバイオリソースの高度化と活用研究

（１）多様性研究によるイネ遺伝資源の高度化と利用

・ 種のイネ品種について平均 間隔の任意のゲノム領域（約 箇所）の47 200-250kb 1,500

塩基配列を解析する。また出穂期をモデルとして、 データを利用した連関解析を試SNP

みる。さらにコアコレクションについて、低温及び高温発芽能のスクリーニングを行う。

コシヒカリ/Nona BokraのCSSL並びにコシヒカリ/日本晴のBILについては、配布用種子の

増殖を行う。コシヒカリ/日本晴については、CSSL候補個体を選抜する。その他の組み合

わせでは、戻し交雑並びに個体選抜を行う。

・はやまさりNIL及び 突然変異系統並びにコアコレクションの異なる温度条件での栽ehd3

培と出穂調査を行う。晩生突然変異の原因遺伝子 及び の相補性検定及び発現解析Ehd2 Ehd3

を行う。日本晴/コシヒカリ間に見いだされた第3染色体のQTLの候補遺伝子の絞り込みを

行う。

pi21 Pi38(t) Pi39・いもち病圃場抵抗性遺伝子 による抵抗性の発現機作を解明する。 及び

遺伝子について、候補遺伝子を絞り込む。イネ品種Brizdeの罹病性に関するQTL解析を(t)

行う。第2及び9染色体上の根の内部構造に関与するQTLｓを単一遺伝子座として染色体上

に位置づける。第5染色体上に存在するツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子の候補ゲノム領域

をクローン化し、形質転換によりコシヒカリに導入することによって、候補遺伝子の機能

を証明する。

・コシヒカリ/Nona BokraのCSSLについて穂発芽性に関与するQTLを検出する。シンクサイ

ズに関与するQTLの効果をF2集団を利用して検証する。日本晴/コシヒカリのBC1F6集団を

用いた稈長のQTL解析を行う。コシヒカリ/Nona BokraのCSSL候補個体を用いて苗の生長

量に関するQTL解析を行う。

・いもち病圃場抵抗性遺伝子 及び のコシヒカリへの集積のための戻し交配と選抜pi21 Pb1

を行う。耐冷性遺伝子qFLT-6、Ctb1-Ctb2、及びqCTB-8の「ひとめぼれ」への導入のため

の戻し交配と選抜を行う。ササニシキCSSL同士の交雑後代及びササニシキ/ハバタキF3集

団を圃場栽培し、最高分けつ期にSPAD値を測定するとともに選抜個体の任意相互交雑を行

う。Gn1ササニシキと各種ササニシキCSSLのF1個体同士の交雑後代の任意交雑を行う。

（２）イネ及びイネ科作物のゲノムリソースの開発と利用

・イネ科作物におけるトランスクリプトーム解析、イネの完全長 cDNA配列を解読し、イ

ネ全遺伝子を網羅するマイクロアレイを作成し、イネ遺伝子発現のプロファイリングを行

う。オオムギの完全長cDNAライブラリーを構築し、10,000のユニークな遺伝子について完

全長配列を明らかにする。
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・ゲノムリソースを利用したイネ比較ゲノム解析、栽培・野生イネの系統関係を明らかに

し、栽培化関連形質遺伝子について種横断的な配列解析を行う。脱粒性等に係わる新規な

遺伝子・ QTLを同定する。植物の新規な機能ドメイン・モチーフを探索し、ドメイン類似

度を指標にしたデータベースを作成する。 FISH等を用いてセントロメア内の繰り返し配

列の多様性を明らかにする。

・ゲノムリソースを利用したムギ類の形質遺伝子とその多様性解析、オオムギの条性遺伝

子の多様性解析、閉花性・日長反応性遺伝子のマッピングを行う。コムギの日長反応性に

係わる WTF遺伝子について形質転換による機能確認を行い、詳細な発現解析を行う。また

赤カビ病抵抗性と毒素耐性との関連を明らかにする。

・ 突然変異系統、イネ完全長 過剰発現（ ）イネ系統の整備を重点的に行Tos17 cDNA FOX
う。 突然変異系統は、 系統の遺伝子挿入領域配列解析と表現型等の特性情報Tos17 15,000

cDNA FOX調査を実施するともに データベースの充実化を図る イネ完全長 過剰発現系、 。

、 、 。系統は 本年度に約 系統のラインを作出し 表現型調査及びデータベース化を図る5,000
・ 新規の （完全長 ）約 クローンの整備を行うと共に分譲事業を実FL-cDNA cDNA 9,000
施する。オープンラボにおけるマイクロアレイ解析支援の利用促進を図るとともに、イネ

遺伝子発現基礎情報を収集する。さらに突然変異系統のスクリーニング手法（ ）TILLING
を確立し、新たな研究支援の体制を整備する。

（３）カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用

、 、・２種類の完全長cDNAライブラリーを作成・解析し 既存のESTデータベースと合わせて

5,000個の完全長cDNAのシーケンスを決め、完全長cDNAデータベースを作成する。この情

報を基に、日中のWGS合作による高精度カイコゲノムシーケンスのアノーテーションを開

始する。

（ ） 。・2,000個以上の分子マーカー BACやESTマーカー がのった高密度遺伝地図を作成する

BACコンティグやWGSシーケンスデータを貼付け、実用的地図を作成する。これを基にいく

つかの重要な形質変異体の原因遺伝子の同定を試みる。

・本小課題で得られる及びこれまでに得られている完全長cDNA情報、EST情報、ゲノムシ

ーケンス情報、地図情報、遺伝子機能情報を統合したデータベースKAIKObaseを整備し、

公開する。

・ミューテーターの改良を進めながらエンハンサートラップ系統を作出し、様々な時期や

組織においてGFP発現パターンが異なる個体のスクリーニングを行う。系統管理法及び解

剖等による詳細解析方法の検討を進め、ゲノム情報を利用して挿入近傍配列について詳細

な解析を行い、データベース作成を試みる。

（４）ブタゲノムリソースの開発と利用

・完全長cDNA配列解読を継続するとともに、ブタゲノムシーケンシング国際コンソーシア

ムに参加して全ゲノムをカバーするBACから選択的にシーケンシングを行う。完全長cDNA

配列データベースを作製し、18年度中に公開する。SNP連鎖地図・RH地図情報と完全長cDN

A情報の統合とデータベース化も同時に行う。

・生産形質と遺伝子多型との関連について検討するとともに、QTL候補遺伝子の発現解析
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を行う。脂肪酸生合成制御因子の発現と脂肪蓄積との関連性を解析する。DNAマーカー選

抜の実証を継続するとともに、トレーサビリティーシステムに有効なSNP検索、遺伝子情

報に基づく効率的育種システム検討を開始する。

・細胞・組織レベルでの発現解析のため、遺伝子発現解析で先行しているマウス等の生物

種で、マイクロアレイ等のデータを参考に遺伝子特異的配列を検索し、cRNAプローブを作

製する。特に ハイブリダイゼーション技術の開発を中心に行う。in situ

・異種移植の際に超急性拒絶反応を引き起すα-Gal糖鎖を切断するEndoGalC遺伝子導入マ

ウスは、EndoGalC導入ブタには見られない表現型上の異常を示したことから、まず新生個

体の角質の剥離とEndoGalC蛋白質発現との関連を明らかにするための詳細な組織学的観察

を行う。

（５）種間比較解析に向けたバイオインフォマティクス研究基盤の確立

・生物情報解析を行うための共通の研究資源の管理をおこなうシステムを開発する。デ

ータの最適な配置、分散環境下での高速計算並びに関連するプログラム開発、生物情報比

較解析に関わる基盤整備、データベースの構築と維持管理を行う。

・カイコゲノム並びにcDNAを用いてアノテーションを行う。カイコ向けの遺伝子予測プ

ログラムを使用し、アノテーションデータの作成とGFFのような一般的な形式での結果整

理を行う。

・イネゲノムにおけるアノテーションの高度利用を行う。これまでに行ってきたアノテ

ーション作成の成果を元に、国際協調下でデータ解析を実行するとともに、当該情報解析

分野における我が国のリーダーシップを確保する。このために必要なアノテーションシス

テム開発を行う。

・COMPOUNDリリース29に収録されている生体内物質の立体構造を全て3DMETに収録する。

蛋白質の表面における疎水性相互作用の重要性を評価するため、特に芳香環を側鎖に持つ

アミノ酸について、その位置関係を表す方法を開発し、PDBに収録されている立体構造に

適用する。

・大規模ゲノム配列比較並びに分子系統解析のためのシステムを構築する。本システム

では系統樹の編集などの作業を効率よく実行できるようにする。イネやオオムギを中心と

するイネ科植物に適用し、種間での遺伝子対応付けや機能推定を行う。

・自然選択強度や水平移行遺伝子の検出を通して分子進化解析を行う。塩基バイアスと

系統樹解析を併せて水平移行を検出し、移行後の固定や遺伝子破壊などの進化像を明らか

にする。

（６）遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布

・植物ではアジアを重視し、野生イネ、栽培・野生マメ類、雑穀、果樹類に重点をおきフ

。 、ィールド調査と遺伝資源の多様性解析を推進する 微生物では植物病原微生物などの収集

導入を図る。動物では、FAOが推進するMS-DNAマーカーセットを用いた家畜遺伝資源の評
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価及び家畜の行動関連遺伝子の多様性解析を行う。

・植物では継続の特性評価、品質評価に加え新規有用特性の評価法の開発を進める。微生

物では、フザリウム属菌について，分子情報に基づいた再分類を行い、奨励菌株セットの

選定を開始する。動物では、カイコのアクティブコレクション化を促進するため、来歴・

特性情報の精査並びに配布用卵を確保する。

・植物では、継続して実施する育種素材化を進めるとともに、アズキ亜属在来種及び野生

種、イネＡゲノム野生種に加えソルガム等について、多数の保存遺伝資源の遺伝的多様性

をほぼ網羅した100点程度で構成されるコアコレクションの作製を開始する。

・植物4000点、微生物600点、動物18点の新たな保存を目標とする。植物は種子再増殖、

、 。隔離無毒化を継続して実施するとともに 栄養系遺伝資源の超低温保存法の開発を進める

微生物ではうどんこ病菌等の難保存微生物の保存法を改善する。動物では鶏及びカイコの

液体窒素を用いた保存法の開発に着手する。

・利用者が使いやすい遺伝資源の情報提供環境を整備するため、遺伝資源及び遺伝資源情

報の管理・提供システムの開発・改良、データウェアハウスの構築によるWebページでの

検索システムの改良を進める。また、新たな提供材料となるコアコレクション用データベ

ースを開発する。

（７）放射線利用による新形質突然変異素材の開発

・遺伝学的解析が可能なイネ放射線突然変異体リソースの拡充整備を図り、逆遺伝学的ス

クリーニング法の開発とその利用技術基盤を整備する。突然変異処理はガンマ線の緩照射

法と減数分裂後照射法である。得られた突然変異集団の中からアミロースライブラリーや

産地判別技術をめざしたサイレントミューテーション探索を行う。

・ソバではさらに累代照射を行い機能性成分が向上した系統を、チャではメチル化カテキ

ン等が向上した系統を新たに選抜する。果樹及びチャの耐病性等の有用変異体の選抜を行

い、変異形質の特性を調査する。また、新規作物における各種放射線の適正照射線量を明

らかにし、効率的な突然変異誘発技術を探る。

Ｂ ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発

１）イネの環境適応機構の解明と利用技術の開発

（１）イネの耐環境ストレス機構の解明と利用技術の開発

・穂ばらみ期耐冷性QTL（ 及び ）の染色体領域の絞り込みを進め、 につqCT-7 qFLT-6 qCT-7

いては候補を１遺伝子に絞り込む。

、・花芽等の植物組織の低温下での挙動をNMR顕微鏡を用いて非破壊的に解析するとともに
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氷晶制御に関わる不凍タンパク質及び氷核活性物質の活性機能の特徴づけを行う。

高塩濃度に感受性の酵母を機能的に相補し耐塩性を回復させるイネcDNA及びイネの耐・

塩性を向上させる遺伝子を同定するとともに、Cl チャンネル遺伝子破壊イネの表現型解-

析を進める。

Sdr1 S・穂発芽耐性検定条件を確立し、穂発芽耐性遺伝子 の相補性試験を進める。また、

の原因遺伝子を同定し、その機能解析を開始する。dr4

・耐乾性評価システムを確立する。また、耐乾性のQTL解析を行うための交雑集団を育成

し、その集団の連鎖地図を作製する。

（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発

・イネに特異的な葉緑体型PEPCの光合成・物質生産における役割を明らかにするととも

に、本酵素が関与する新奇代謝系の実体を検討する。イネ科植物について、種々の構造学

的特性を調査し、葉内構造と転流速度との構造・機能相関を解析する。イネの千粒重決定

に関与する を含む準同質系統の解析を進め候補遺伝子を絞り込む。QTL
・青色光の作用を解析するために、クリプトクロム突然変異体を単離する。フィトクロム

の制御下にある遺伝子のプロモーター領域を比較解析して、フィトクロムシグナルによる

遺伝子発現調節機構を解析する。新規のシグナル伝達因子の同定を目的に、 突然phyB-3
変異体のサプレッサー変異体や多重変異体を単離する。

・ 遺伝子や 遺伝子のプロモーター領域に、シス配列を同定し、さらにそこに結FT Hd3a
Lhd4 Ehd2合する 結合たんぱく質を単離する。 カゼインキナーゼ、 遺伝子、DNA Hd6

遺伝子及び 遺伝子の開花制御における作用機構を明らかにする。さらに、開花ネッEhd1
トワークへのフィトクロムシグナルの作用点を同定する。

・光応答に異常が見られる 系統を用いて、そこで高発現している遺伝子のFOX hunting
機能を解析する。 三重突然変異体で各種植物ホルモンを定量し、形態変phyAphyBphyC
化に関わるものを特定する。 三重突然変異体を用いて光シグナルが細胞phyAphyBphyC
の病傷害応答に及ぼす影響を調べる。

（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発

Pb1 Pi3・実用的ないもち病抵抗性の例として注目されている圃場抵抗性の原因遺伝子 及び

について座乗領域をDNAマーカーにより絞り込み、座乗領域に予測される候補遺伝子の相6

補性検定によって原因遺伝子を決定するとともに、候補遺伝子の発現解析等によって抵抗

性の特性を解析する。

・耐病性発現の遺伝子ネットワーク解明のため、イネのミュータントパネルやFOX系統か

ら、いもち病抵抗性及び非親和性いもち菌罹病性系統を選抜する。また、イネFOX系統シ

、 、 。ロイヌナズナから 細菌及び糸状菌抵抗性系統 及びサリチル酸感受性系統等を選抜する

また一部の選抜系統から原因遺伝子を単離する。

・抵抗性誘導剤によって植物の耐病性機構が活性化される誘導抵抗性に関わる遺伝子発現

調節及びシグナル伝達の解明のため、すでに同定した転写因子OsWRKY45及びシグナル伝達



- 8 -

因子OsNPR1の機能解析を進める。また、これらの因子の上流で作用する制御因子の探索に

着手する

２）昆虫の環境適応機構の解明と制御技術の開発
( ) 昆虫制御剤標的遺伝子の探索と利用技術の開発1
・既にクローニングした 結合タンパク質および分解酵素の類縁遺伝子を単離し発現パJH
ターンを調べるとともに、カイコの神経ペプチドおよびそれらの受容体遺伝子の網羅的単

離を行う。また、幼若ホルモンにより発現が誘導される遺伝子をカイコの組織や培養細胞

株から単離するとともに、膜受容体 からの情報伝達構成因子であるカイコ 遺GPCR Ras
伝子の配列を決定する。さらに、糸状菌由来の脱皮ホルモン不活性化酵素によるカイコの

成長制御を試みる。

・活動・睡眠、摂食等の行動異常に関するショウジョウバエ等のデータを利用し、相同遺

伝子をカイコデータベース上に探索する。また、生体アミン受容体及びそのトランスポー

ターなどの遺伝子を、サブタイプや機能未知の遺伝子を含めて抽出し、発現パターンを調

べるとともに、制御剤標的遺伝子としてのアミン関連遺伝子の有効性を調べるため、カイ

コ幼虫の摂食行動と生体アミンの関係を解析する。

・生殖系列形成過程で と共局在を示す遺伝子をカイコゲノム情報を利用して単離しnanos
発現解析を行う。カブラハバチの卵減数分裂制御に関与する 遺伝子の機能をトランmos
スジェニック技術を利用して解析する。ヤマトヒメミミズの生殖と発生に関与する遺伝子

の探索を行うとともに、機能解析のための 法や遺伝子導入法の開発を試みる。RNAi

（２）昆虫の乾燥耐性機構の解明と利用技術の開発

・ネムリユスリカの乾燥耐性関連因子の中でも最も重要な役割を担うと思われるトレハロ

ーストランスポーターとLEAタンパク質の性状解析を行う。更に、これらの因子を乾燥耐

性を持たない生物種の細胞への導入実験を行う。乾燥ストレス応答シスエレメントを同定

するため、ゲノミックライブラリーの構築を行う。

（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発
・昆虫の抗ウイルスタンパク質の分離・同定及び生理作用の解明を行ために、大腸菌ま

たは酵母で用いた大量の組み換え体タンパク質を得る。培養細胞おけるウイルス及び抗ウ

イルスペプチドのインキュベーション条件を変化させ、抗ウイルスペプチドがバキュロウ

イルス感染のどの段階で作用しているのかを明らかにする。

・昆虫抗ウイルスタンパク質及び関連遺伝子の発現誘導機構の解明を行う。具体的には

カイコモリシン遺伝子のウイルス感染による発現の活性化に関わるシス領域を決定し、こ

れら領域に結合する転写因子を同定する。

・合成オリゴペプチドの薬剤耐性病原細菌及び病原原虫に対する感染増殖阻止効果を調

べる。合成オリゴペプチドの二次構造の評価、酸性リン脂質膜中における各二次構造の割

合の評価及び脂質二分子膜の脂質炭化水素鎖の配向評価等を行う。また、これらのペプチ

ドのアフリカトリパノソーマに対する最小増殖阻止濃度を調べる。
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・抗微生物ペプチドの有効性に影響を及ぼす因子の探索を行う。線虫セクロピン前駆体

を無細胞転写-翻訳系を利用して調整し、前駆体の生物活性を調べる

３）家畜の発生分化・行動の生体制御機構の解明

（１）発生分化に関する因子と機構の解明に関する研究

・雄生殖細胞の減数分裂期特異的発現するHsp70-2遺伝子の転写制御因子、免疫抑制剤結

合タンパク質FKBP6によるリボゾーム構成蛋白質の合成調節機構について解析を行う。ま

た、移植生殖細胞の成熟過程を生理活性物質の定量及び前核形成率で評価する。さらに、

移植生殖細胞の顕微操作の諸条件を明らかにする。

・ウシ着床前胚における時期特異的発現遺伝子を探索し、その機能解析を行う。また、ウ

シ卵胞発育に及ぼす骨形成タンパク質(BMP)の役割を検討する。さらに、ウシ黄体におけ

るプロジェステロン、腫瘍壊死因子等の受容体の局在と機能制御機構を解明する。

・過剰発現系やノックアウトマウス作出等によりES細胞の不可逆的分化に関連する遺伝子

の機能解析を行う。また、遺伝子産物の抗体等を作製し、その細胞内局在を調べるととも

に相互作用分子の探索を行う。さらに、ES細胞のエピジェネティックな変動をモニターす

る解析系を確立する。

（２）家畜における本能行動の制御要因の解明

・ブタの嗅神経細胞の匂い応答特性の解析、また、匂い連合学習時及び神経新生時におけ

る海馬の電気活動変化の解析を行う。ウシの脳内オキシトシン作用とストレス負荷時の行

動及び内分泌反応との関連、及び人工哺乳時の血漿中オキシトシン濃度の一過性上昇とス

トレス感受性等の個体差との関連を明らかにする。

・ウシにおいて、明暗条件の変化に伴う末梢の成長ホルモン、プロラクチンの濃度及び脳

脊髄液中の成長ホルモン、プロラクチンの分泌調節因子の濃度の変動を解析する。

・ヤギを実験動物とし、栄養シグナルとしての酢酸とケトン体の性腺刺激ホルモン放出ホ

ルモン（GnRH）パルス状分泌調節中枢に対する作用の解析、及びGnRH一過性放出調節中枢

に作用する脳内生理活性物質の検索を行う。また、GnRHパルス状分泌調節中枢に作用する

雄効果フェロモンの情報伝達に関与する神経部位を神経応答タンパク質(cFos)の免疫組織

化学的同定により解析する。

４）生物間相互作用の解明と制御技術の開発

（１）植物・微生物間相互作用の解明

・宿主-共生微生物間の初期認識に関係するCCaMK遺伝子の機能解明のため、Ca非依存型CC

aMK導入ミヤコグサにおける自発根粒形成を詳細に解析評価する。感染糸形成に必須なLjs
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ym101遺伝子の発現様式を解明するとともに、Fix-変異体ign1の復帰変異株（候補）の表

現型解析、遺伝解析を実施する。

・トバモウイルスの増殖への関与が示唆された宿主因子あるいはSGS3ホモログの発現抑制

植物の形質を解析する。生化学的・構造生物学的解析の準備として、関連タンパク質を精

製する。Tm-2a遺伝子導入タバコにおける抵抗性反応を解析し、N遺伝子による過敏感反応

と比較する。また、Tm-1遺伝子の同定を行う。

・いもち病菌Gb制御下で二次代謝に関連する遺伝子群の機能、いもち病菌が生産する感染

関連因子群の機能、いもち病・白葉枯病感染初期過程でのイネ遺伝子発現様式、感染初期

応答性遺伝子の機能、ＴＭＶ・立枯病感染タバコの抵抗性誘導因子の性状、宿主認識に関

わる病原細菌べん毛糖鎖構造を解析する。

（２）昆虫・昆虫間、昆虫・植物間相互作用の解明と利用技術の開発

・ツマグロヨコバイ抵抗性に関わる候補遺伝子について、発現解析により遺伝子を絞込ん

だのち、組換えイネを作出して相補性（抵抗性）検定を行う。また、ツマグロヨコバイ等

について主要な唾液腺タンパク質の解析を進めつつ、バイオタイプ間で差異のあるタンパ

ク質を探索する。

・エリサン・ヨトウムシ幼虫を用いて多くの植物から耐虫性植物を探索する。クワ等植物

の乳液成分の耐虫性・酵素活性・構造を調べる。シュウ酸カルシウム針状結晶が耐虫性に

寄与しているか検討する。パパイン等プロテアーゼ類の耐虫性発現機構を解析する。桑葉

フラボノイドの利用に関わる、カイコの代謝酵素を探索する。

・ハナカメムシ類など天敵類について変異が大きいDNA領域を見出し，野外個体群と生物

農薬との変異性の差異を検討する．捕食性カブリダニに捕食されたハダニ種の識別手法開

発を試みる．鱗翅目昆虫について寄生性天敵と寄主組織の相互作用に関わる物質の探索方

法開発を進める．

・ゴマダラカミキリでは誘引性物質候補成分の化学構造推定をさらに進めるとともに，柑

橘圃場内での誘引条件を検討する。また、クサアリ類の採餌集団における巣仲間認識行動

やバッタふ化幼虫の相互作用に及ぼす化学的因子を探索する。リュウキュウクロコガネに

ついては雌フェロモンと集団形成機能との関係解明を進めるとともに、触角上の嗅感覚子

の形態とその感覚子内の受容細胞のフェロモン応答を調査する。また、ケブカアカチャコ

ガネ成虫の羽化発育条件を解明し，性成熟を同期させ配偶行動解発因解明の端緒を開く。

（３）昆虫・微生物間相互作用の解明と利用技術の開発

・昆虫での微生物感染とその抵抗性機構解明のために、カイコBt抵抗性遺伝子の遺伝子地

図へのマッピングと抵抗性遺伝子周辺の遺伝子マーカー探索を行う。また、毒素投与によ

りカイコで活性化される遺伝子を探索する。さらに、 菌に対するカイコ血球のBeauveria
食作用の系統間比較やキチナーゼ遺伝子解析を行う。

・ウイルス農薬開発の一環として、ウイルスの感染を増進するスピンドルタンパク質であ
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るフゾリンのキチン結合性等の性状解析と活性部位の特定を行う 核多角体病ウイルス N。 （

PV）と細胞質多角体病ウイルス（CPV）を対象に、個体間感染経路を室内モデル実験で明

らかにする。

、 、・微生物の媒介・伝播の分子機構解明のために トビイロウンカの酵母様共生菌を対象に

次世代伝播の機構を詳細に観察する。媒介虫の種識別を遺伝子配列情報から可能にするた

め、日本産ヌカカのリボソームRNA遺伝子などを解析する。

・宿主昆虫をメス化するウォルバキア細菌の機能を明らかにするために、カイコ個体並び

にカイコ培養細胞に接種する。また、同様に宿主の生殖に影響を与える細胞内共生CLO細

菌を検出する特異的なプライマーを作製する。

・本課題で用いる媒介昆虫と微生物の遺伝子機能解析を行う。トビイロウンカとツマグロ

ヨコバイのEST解析をすすめ、ドウガネブイブイのエントモポックスウイルス（EPV）のゲ

ノムを解析する。

５）ゲノム情報に基づくタンパク質の構造と機能の解明
（１）ゲノム情報に基づくタンパク質の構造と機能の解明

可逆的リン酸化によるフィトクロム機能の制御機構の構造生物学的解明に向けて、フィ・

トクロムのリン酸化状態を制御するタンパク質の大量発現系の構築とタンパク質相互作用

に必要な最小領域の特定を行う。開花の光周性を制御するFT及びTFL1の大量発現系の構築

と機能構造解析を行う。

・植物ホルモンのシグナル伝達機構の構造生物学的解明に向けて、シグナル伝達に係わる

タンパク質の大量発現系を構築し、様々な条件下で機能を解析して効率的な活性型タンパ

ク質の調整法を検討する。

ミヤコグサ由来受容体NFR1とNFR5の細胞外ドメインについて、様々なサイズのフラグメ・

ントを作成してリガンド結合能を解析し、Nodファクター領域を特定する 。。

塩ストレス感受性の原因遺伝子として単離されたが、機能既知タンパク質とはアミノ酸・

配列の相同性が認められないために１次構造情報から分子機能を推定することができない

、 、RSS1について 立体構造解析から分子機能を推定するためにタンパク質の発現系を構築し

結晶化条件を検討する。

タンパク質の生合成・分解が大規模に起こり、かつ、その時期をコントロールしやすい・

カイコを実験材料として、タンパク質の生合成・分解機構を効率的かつ定量的に解析する

研究法、すなわち、安定同位体アミノ酸や尿素など標識化合物を利用した質量分析による

タンパク質の高速モニタリング法を開発する。

Ｃ バイオテクノロジーを活用した新たな生物産業の創出を目指した研究開発

１）バイオテクノロジーによる有用物質生産技術の開発
（１）安全性確保や有用物質生産に向けた組換え基盤技術の開発
・ジーンターゲッティング頻度を向上させる目的で、標的遺伝子を特異的に切断し、クロ
マチン構造を緩める技術開発に着手する。
・部位特異的組換え酵素を用いたマーカー除去と遺伝子導入のための新規ベクター開発を
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行う。
・ジーンサイレンシングが抑制される変異体で、形質転換効率が向上するか解析する。

・変異体の選抜や過剰発現体の作出により、オルガネラの分裂が抑制或いは変化したイネ

の作出を試みる。

・葉緑体への遺伝子導入条件の検討を行う。

（２）健康機能性作物や有用物質高度生産技術の開発

・生活習慣病予防や加齢予防に役立つ米の開発に関しては、糖尿病予防米ではマーカーフ

リーの系統の世代を進め、遺伝的固定を図る。高血圧抑制やコレストロール値低下機能を

有する組換え米系統では、高発現系統の選抜を行う。CoQ10高度発現イネでは新規プロモ

ーターや遺伝子資源を利用し、種子中へCoQ10の高度蓄積を図る。

・アレルギー緩和米の開発に関しては、花粉症緩和米では生物多様性評価試験と共に、ヒ

トでの食品としての安全性・有効性について調査を行う。 ダニアレルギー緩和米では、

マウスへの経口投与により、有効性の評価を行う。エイズやアルツハイマーに対するワク

チン米や米アレルギー緩和米においては、組換えイネ作出に着手する。

・植物工場における医療用有用物質生産手法の開発においては、高度集積に適したイネの

開発をめざし、種子貯蔵タンパク質の低減化させたイネ開発、水耕栽培条件に依存して種

子中に高度にさせるプロモーターの開発に着手する。医療有用物質生産としてscRv抗体遺

伝子を導入した組換えイネを作出する。

（３）遺伝子組換え昆虫を利用した有用物質生産技術の開発
・現在の組換えカイコの作出効率は出現蛾区の割合で５％前後であるが、これを数倍以上
に上げることのできる組換えカイコの作出法の開発を試みる。マーカー遺伝子としてカイ
コの を用いることの可能性について、検討する。さらに、理研等で発見された新Bmwhite
しい蛍光タンパク質遺伝子の利用についても検討する。
・未解析の絹糸腺特異的に発現する遺伝子のプロモーターを利用して、絹糸腺で特異的に
導入遺伝子を発現させることのできる系の開発を試みる。また、転写量を高めるためカイ
コのセリシン遺伝子や細胞質アクチン遺伝子の5’UTRを利用したベクターやTetの系につ
いて検討する。
・各種のフィブロイン遺伝子の解析や大腸菌で合成したペプチドの性質から得られた結果
に基づいた人工フィブロインの設計を行い、その人工遺伝子をカイコに導入する。1000〜
2000頭レベルで組換えカイコを飼育し、繭から糸を作出し、その評価を行う。性質が変化
したものについては実用化を検討する。
・糖鎖関連酵素遺伝子を導入したカイコを作出し、導入遺伝子の発現と酵素活性を測定す
る。次いで、この組換えカイコにバキュロウイルスを感染させ、ウイルスに導入した遺伝
子から生産されてくる蛋白質の糖鎖を調べる。

（４）動物を用いた有用物質生産技術の開発とモデル家畜の作出
・高脂血症及び動脈硬化の医療用実験モデル動物として、低密度リポタンパク質受容体(L
DLR)遺伝子をノックアウトした体細胞核移植クローン豚の作出を試みる。突然変異誘発剤
を用いてHPRT遺伝子を欠損したブタ体細胞を作出する。
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・ヒト血清タンパク質遺伝子を導入したヤギの後代を育成し、導入遺伝子の安定性、特異
的発現等についての解析を行う。また、目的タンパク質遺伝子の特異的発現等を改善する
ため、乳腺特異的BACクローンベクターを構築する。さらに、その巨大ベクターDNAをヤギ
体細胞へ導入する技術を確立する。
・胚盤葉細胞あるいは始原生殖細胞に外来遺伝子を導入し、レシピエント胚生殖巣におい
て効率的に外来遺伝子を発現させるシステムを開発する。胚盤葉細胞の培養によりニワト
リES細胞を、また精原細胞の培養により精原幹細胞株の作出を試みる。体細胞核由来の個
体作出法開発のために、体細胞と始原生殖細胞の融合細胞を作出し、レシピエント胚へ移
植して生殖巣へ導入する。
・マウスモデル系リポポリサッカライドによるミクログリア活性化のシグナル伝達におけ
るWASP分子の役割を解明する。P2X7受容体に対するモノクローナル抗体を作出し、intrab
odyを構築する。プリオン持続感染ミクログリアの特性を解析する。ゲル薄膜培養担体成
分を探索して、有効成分を含むゲル薄膜を用いた初代肝細胞等の標的細胞培養技術を確立
する。

２）シルクテクノロジーによる生活・医療素材の開発
（１）絹タンパク質を利用した医療用素材の開発
・絹フィブロインの多孔質構造体の構造や物性の制御技術開発のために、形成プロセスに
おける氷結晶形成解析やフィブロイン構造変化解析を行うとともに、トランスジェニック
・カイコ技術によるグリコサミノグリカン結合フィブロイン作出のための糖鎖付加に必要
な酵素遺伝子の選定とクローニングを行う。
・セリシンフィルムやホーネットシルクフィルムの力学的物性制御や機能性評価のため
に、固体構造解析を実施するとともに、タンパク質等の生体分子との相互作用についての
解析を実施する。

（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発
・これまでに作出した特徴ある蚕品種繭（細繊度繭、太繊度繭等）や高強度繭を用い、幼

児・被介護者用製品に適応する繭糸特性を明らかにする。インテリア用（壁紙・カーテン

等）として、保存蚕品種繭生糸の光沢、色彩等を調査するとともに、節を任意に発生させ

る繰糸機構を開発する。

・カイコ保存系統や育種素材系統から繭糸強度に特徴ある系統を選定し、育種素材として

の系統化を行う。高強度繭糸１本を用い薄織物の人工皮膚用基材を作出するための織り機

構を構築する。

・カイコへ形質転換技術を用いるための基盤技術として 「セリシンホープ」に対し広食、

性を付与した系統を開発する。

・プレスドシルク加工技術を応用しフェルト加工及び固形加工等の成形加工技術を開発す

る。被介護者用製品を作出するために、繭糸加工処理（紫外線処理等）による抗菌性付与

技術を開発する。

２．研究成果の公表、普及の促進

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保

①情報発信のための組織体制を整備し、ウェブサイト、パンフレット、マスメディア等を

活用して効果的な情報発信を行う。
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、 。②効果的なコミュニケーションを行うためのスキルアップマニュアルを作成し 活用する

③遺伝子組換え技術等を活用した先端的な研究活動については、その情報等の発信の中核

となる組織を設置し、国民との双方向コミュニケーションを図る。また、農業分野のバイ

オテクノロジー研究、特にパブリックアクセプタンス等に関する調査を行う。

④一般市民向けの説明会や成果発表会等市民参加型イベント等を開催して、消費者の理解

促進に取り組む。

⑤一般消費者、農業生産現場からの研究に関するニーズを把握するためのシステムの検討

を行う。

（２）成果の利活用の促進

①農林水産業における生産活動を通した社会への貢献（農業生産への貢献）及び社会に直

接の利便をもたらすことができる産業技術開発への貢献（生物産業への貢献）につながる

（ ） 、 （ ）成果 普及に移しうる成果 を 外部評価に基づき２件以上 中期目標期間中に10件以上

創出する。

②成果の受容者には、多様な媒体を通じて成果情報を伝えるように努める。

③各種研究成果を分かりやすい知的基盤データベースとして構築し、公開データとしてウ

ェブサイト上で発信するとともに、バイオテクノロジー研究の中核機関として利活用のセ

ンター機能を発揮する。

④これまで研究所に蓄積してきた遺伝資源やゲノムリソースを国内外に積極的に提供す

る。

⑤研究所の成果を活用したベンチャー育成促進に向けた環境の一層の整備を図る。

（３）成果の公表と広報

①研究成果は国内外の学会、シンポジウム等で発表するとともに、292報以上（中期目標

の期間内に1,460報以上）の論文（査読あり）の発信を目指す。また、論文の量と併せて

質の向上を図り、その成果を国際的に注目度の高い学術雑誌等に積極的に発表する。全発

表論文のインパクトファクター（ＩＦ)総合計値660以上（中期目標期間内の総合計値3,30

0以上）を目指す。

②研究成果が専門家のみならず、広く一般の国民にも理解されるよう、プレス発表による

マスメディアを通じた広報やウェブサイト、具体的な展示等を通じた一般公開等の様々な

広報手段を活用し、分かりやすい広報活動を推進する。20回以上（中期目標期間中に100

回以上）のプレスリリースを行う。

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進

①研究成果の実用化のために不可欠な特許の戦略的取得を目指し、40件以上（中期目標期

間内に200件以上）の国内特許を出願するとともに、取得した特許については許諾状況等

を踏まえ定期的な見直しを行う。

②出願した特許等は、自ら積極的に公開し技術移転に努めるとともに、農林水産大臣認定

ＴＬＯ（技術移転機関）を通じた技術移転を図り、６％以上の許諾率を目指す。
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③先端技術により得られた育種素材等については、ＭＴＡ（材料等移転合意書）等を交わ

すことによって権利を確保しつつ、優良品種の育成のために積極的に提供する。また、育

種研究の成果については、利用促進を図るため、２件以上（中期目標の期間内に10件以

上）の新品種及び中間母本の登録出願を行う。

３．専門分野を活かしたその他の社会貢献

（１）分析、鑑定

①行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の所有する高い専門知識が必要とされ、

他の機関では実施が困難な分析、鑑定を実施する。

（２）講習、研修等の開催

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

的に協力する。

②国公立機関、大学、海外機関等外部機関から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。

（３）行政との連携

①農業分野のバイオテクノロジー研究の中核機関として、政府の委員会、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10人以上（中期目標

期間中に50人以上）の専門家を派遣する等の協力を行う。また、行政等の要請に応じて技

術情報を適切に提供する。

（４）国際機関、学会等への協力

①研究所に蓄積された知的資産を社会に還元するため、学会等への委員の派遣等を積極的

に行い、社会への知的貢献を果たす。また、ＯＥＣＤ等の国際機関の要請に応じて専門家

を派遣することにより、国際的貢献を果たす。
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第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

18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。

１．予算

平成１８年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収 入

運営費交付金 ７，４６７

施設整備費補助金 ４５１

受託収入 ３，６９１

諸収入 １４

計 １１，６２３

支 出

業務経費 ２，８９６

施設整備費 ４５１

受託経費 ３，６９１

一般管理費 ４７３

人件費 ４，１１２

計 １１，６２３

［注記］

施設整備費補助金については、平成１８年度に繰越となった

平成１７年度補正予算による施設整備費補助金予算及び平成１８

年度施設整備費補助金予算を計上した。
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２．収支計画

平成１８年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １１，０４２

経常費用 １１，００４

人件費 ４，１１２

業務経費 ２，４６６

受託経費 ３，４７０

一般管理費 ４４１

減価償却費 ５１５

財務費用 ３８

臨時損失 ０

収益の部 １１，０１２

運営費交付金収益 ７，００７

諸収入 １４

受託収入 ３，６９１

資産見返負債交付金戻入 ３００

臨時利益 ０

純損失 ３０

目的積立金取崩額 ０

総損失 ３０
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３．資金計画

平成１８年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １１，６２３

業務活動による支出 ９，９８３

投資活動による支出 １，０９６

財務活動による支出 ５４４

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １１，６２３

業務活動による収入 １１，１７２

運営費交付金による収入 ７，４６７

受託収入 ３，６９１

その他の収入 １４

投資活動による収入 ４５１

施設整備費補助金による収入 ４５１

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

無利子借入金による収入 ０

その他の収入 ０
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第４ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

１．施設及び設備に関する計画

電力関連設備改修により施設の老朽化対策を行う。

［１８年度予算（施設整備費補助金 ］）

高圧受変電設備改修 ３７０，０１４千円

２．人事に関する計画

（１）人員計画

① 方 針

効率的・効果的な業務の推進が図られるように研究管理支援部門の組織体制を見

直し、適切な職員の配置を行う。また、研究分野の重点化や研究課題を着実に推進

するための組織体制を整備し、職員等を重点的に配置する。

② 人員に係る指標

平成18年度の常勤職員数は、中期目標期間の期初を上回らないものとする。

（２）人材の確保

① 研究職員の採用に当たっては、任期制の活用、公募等により、研究所の研究推進

に必要な優れた人材を確保するとともに、適切な人材養成を行う。

② 研究リーダーについては、広く研究所内外から優れた人材を確保するため、公募

方式を積極的に活用する。

③ 女性職員の採用に関しては、応募者に占める女性割合と、採用者に占める女性割

合とでかい離が生じないよう努める。

④ 次世代育成支援行動計画に基づき、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備

に努める。

３．情報の公開と保護

① 研究所の諸活動の社会への説明責任を果たすため、開示請求への適正かつ迅速な対

応を行う。

② 個人の権利、利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いを推進

するとともに、個人情報の本人からの開示等請求や苦情処理に適切かつ迅速に対応す

る。

４．環境対策・安全管理の推進

① 職員全員が安全衛生に関する責任と意識を持つよう、事故及び災害を未然に防止す

るための安全教育を実施する。

② 研究所の研究活動に伴うリスクを把握し、それに対応できる安全管理体制を整備す
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るとともに、職員への教育・指導等により放射性同位元素や遺伝子組換え生物等の適

正な管理に努める。

③ 既存設備の運転状況等を把握し、省エネルギー機器及び設備の導入を検討し、省エ

ネルギーにつながる改修計画を作成する。

④ 物品の購入契約等に当たっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（グリーン購入法 （平成12年法律第100号）やリサイクル促進法に基づく環境物）

品等の調達・工事の推進を図る。


