
平成１９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研究所が主体的に実施する課題評価検討会、研究所としてのピアレビューを行う研究

推進戦略会議、および外部専門家・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。 

②18年度に作成した「農業生物資源研究所における課題評価実施方針」に基づく評価・

点検システムの見直しを行う。評価・点検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。 

③18年度課題評価検討会の結果に基づいて、18年度に作成した「課題評価マニュアル」

および「評価基準」の改善を図り、評価・点検方法を見直し、評価基準の一層の明確化

を図る。 

④研究所の評価・点検システムによる評価結果、独立行政法人評価委員会および評価助

言会議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、評価検討委員会において18年度に作成した骨子案を成案化す

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、18年度に「評

価検討委員会」が取りまとめた研究職員の業績評価制度の骨子案を成案とする。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、18年度に引き続

き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における社会的ニーズを的確に把握することにより、研究課題の重

点化を図るとともに、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が実施するプロジェクト研究等につい

て積極的に応募し、採択された課題については重点的に実施する。 

③研究推進の加速に必要な研究資金の充実を図るため、競争的研究資金等の外部資金へ

の積極的な応募を奨励、支援する。 

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 

①18年度に策定した「施設の修繕・改修等整備計画」に基づいて、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進める。 

②18年度に策定した施設利用の基準に基づいて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・機械が有する特徴や機能について広く周知し共同利用に努めるとともに、

18年度に設置した地区別利用委員会、温室利用委員会、圃場利用委員会による適切な管

理・運営により、コスト意識の醸成を図りつつ施設・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）等については設備、利用実績等の情報の公
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開を行い運営の改善に努める。 

（３）組織 

①各部署における権限と責任を明確にするために、18年度に整備した組織体制の下で、

その目的に合致した運営を行い、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、18年度に配置した、集中的・重点的に取り組む研究

テーマを担う研究単位が、その目的を効果的に果たせるよう務める。中期計画の最小単

位である中課題の推進に全責任を持つユニット長・センター長が日常的にユニット構成

員と意思伝達を図り、研究者への効果的な指導を行う。 

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、18年度に策定した、

課題の評価を通して組織の評価が行える仕組みに基づいて、研究組織に対する評価を行

う。 

④つくば地区の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研究単位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）に関する研究に重要化し、引き続きそのニーズに責

任を持って対応する。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、

中期目標期間における当該組織の再編統合の一環として、松本地区の土地について売却

に向けた作業を開始する。また、松本チームのつくば地区への移転に必要な措置を講ず

る。 

（４）職員の資質の向上 

①18年度に作成した人材育成プログラム（案）を成案とし、それに基づいて計画的な人

材育成を図る。 

②研究職員に対し競争的かつ協調的な環境を醸成し、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。 

⑤18年度に策定した若手職員養成プログラムに基づいて計画的な人材育成を図る。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、生活資材開発ユニット（岡谷・松本）の本部への移転に

合わせ、庶務室甲信庶務チームの合理化を検討する。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、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、

およ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・強化を図るために、18年度に設置した組織の効果的な運営を図る。 
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４．産学官連携、協力の促進・強化 

①農業分野における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、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、

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 

・野生イネを含む合計150品種についてSNPデータおよび形質データの公開を行う。 

・QTL遺伝子解析において不可欠な遺伝解析用雑種集団作出に取り組む。 

・晩生突然変異原因遺伝子Ehd2およびEhd3の単離を進める。日本晴とコシヒカリの出穂

期の違いを決定している２種類のQTLの単離を進める。 

・第2および9染色体の根維管束に関与するQTLを単一遺伝子座としてマッピングする。 

・いもち病圃場抵抗性遺伝子Pi35(t)、Pi39(t)およびPi38(t)については候補ゲノム領域

を絞り込むとともに形質転換実験を行う。罹病性品種Bridzeについては、第9染色体上の

QTLの詳細マッピングを行う。 

・コシヒカリ/ノナボクラの穂発芽性に関する染色体断片置換系統群のQTL解析を行う。

ハバタキ第１染色体長腕に座乗する穂発芽関連QTLの生理的な解析などを行うための準

同質遺伝子系統の作成を開始する。 

・第1染色体の稈長に関与するQTLの詳細なマッピングを開始する。初期生育に関与する

QTLのラフマッピングを行う。 

・pi21導入選抜系統を用いてpi21近傍領域、残存領域と不良形質との関係を調査する。 

・耐冷性関連QTLのNILの候補個体を大規模分離集団から選抜する。 

・SPAD値および穂重をターゲットにした、ゲノムシャッフリングの効果を証明するため

に、形質評価および必要な交配を行うとともにその自殖種子を得る。 

・外部機関との連携強化を図る。 

 

（２）イネ及びイネ科作物のゲノムリソースの開発と利用 

・イネについてはすでに多数の cDNAクローンを作出し、有用遺伝子単離やゲノム研究に

活用されているがさらに配列の完備を図り、イネゲノム育種の基盤とする。オオムギに

ついても新規なゲノムリソースである網羅的な完全長配列の整備、充実をはかりマイク

ロアレイによる発現解析を行う。 

・イネ属 (オリザ属)の栽培化に関連する遺伝子のタンパク翻訳領域、遺伝子制御に関す

る領域の組織的な多様性解析を行い、栽培化にともなって起こったゲノムの配列変化を

解明する。 

・脱粒性に関する新規遺伝子を単離するとともにアラビドプシス等の知見とあわせて脱

粒性遺伝子のネットワークを明らかにする。 

・新規なアルゴリズムに基づいて構築したドメインデータベースを公開する。 

・イネのテロメア配列の染色体毎、イネの各種毎の構成の多様性と起源を明らかにする。 

・オオムギ閉花性遺伝子の単離を目指して、連鎖マッピングを行う。 

・コムギの花成についてイネやアラビドプシスの遺伝子との比較ゲノム解析を行う。 

・オオムギの稔性回復遺伝子 Rf、日長反応性遺伝子Ppdのファインマッピングを行う。 

・コムギ赤かび病抵抗性と毒素蓄積の関連を明らかにする。 

・Tos17隣接塩基配列情報を充実させる。5万系統網羅と挿入特異性の解析及び隣接塩基

配列データベース をbuild4ベースにする。 

・マイクロアレイデータベースと隣接塩基配列データベースとのリンクを行なう。 

・Tos17を用いた農業上有用と思われる遺伝子の解析を行なう。 

・FOX材料の作出と表現型調査、データベース作成を行なう。 
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・研究材料の分譲業務を実施する。（事業の継続） 

・研究支援（マイクロアレイ、Tilling解析）を実施する。 

・マイクロアレイを利用して、イネ遺伝子の発現情報を収集・解析し、DB化する。 

・農林水産生物統合データベースシステムの構築を行なう。 

 

（３）カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用  

・新たに２種類の完全長cDNAライブラリーを作成・解析し、H18年度と合わせて7,000個

の完全長cDNAのシーケンスを決め、完全長cDNAデータベース構築を進める。 

・BAC最小タイリングパス作成を開始する。 

・広食性、ウイルス抵抗性、体色、紋様形成、代謝の原因遺伝子のポジショナルクロー

ニングを進める。 

・完全長cDNA情報、ゲノムシーケンス、地図情報、遺伝子機能情報を統合した高度なカ

イコゲノムデータベースKAIKObaseを構築し、公開する。 

・トランスポゾンを利用してエンハンサートラップ系統や挿入突然変異を作出する。 

 

（４）ブタゲノムリソースの開発と利用 

・ブタ全ゲノム解読を継続する。新たな組織等を用いたcDNAライブラリー構築を行い、

発現遺伝子情報の充実を図る。1,000マーカー以上のSNPについて、連鎖地図を作製する。

抗病性に関連したブタ遺伝子情報についてデータベースの充実化を図る。 

・実際の疾病とSLAハプロタイプとの相関を明らかにするために、実用集団におけるSLA

ハプロタイプのタイピングを行う。第７染色体上の椎骨数関連QTLについて、ハプロタイ

プブロックを明らかにする。マーカーアシスト導入に用いた各個体について、カルパス

タチン遺伝子のSNPの遺伝子型を特定する。品種・個体識別に有用なSNPを判別できるPCR

タイピングプライマーの作製を試みるとともに、食肉のサンプル収集・解析を継続して

行う。梅山豚で肝臓の薬物代謝酵素遺伝子の発現に性差が見られることから、いずれの

時点で性差が生じるのかを解析する。 

・遺伝子発現部位の組織レベルでの解析に用いる改良法の有効性を検証するため、マウ

スをモデルとし、ストレス関連遺伝子を解析例として、組織中の発現部位と発現の程度

の品種間差について解析する。 

・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、組織学

的に中枢神経系の異常を探索し、異常の認められる領域における糖鎖の状態、EndoGalC

蛋白質の発現を解析する。 

 

（５）ダイズゲノムリソースの開発と利用 

・国産ダイズの代表的品種エンレイと耐湿性等の農業上重要な形質を多数保有する

PekingとのF2雑種集団について、EST-SSRマーカー等塩基配列情報を持つ700種類の分子

マーカーによる連鎖地図を作成する。 

・ダイズゲノム解析のため、エンレイBACライブラリーを構築し５万クローンのBACクロ

ーン末端塩基配列解読を行なう。また、高速シークエンサーを導入し、エンレイゲノム

のホールゲノムショットガン解読を開始する。 

・ダイズの開花期QTLであるFT1、FT4については精密マッピングとBACクローンのスクリ

ーニングにより遺伝子の存在する領域の絞り込みを行う。またFT3の候補遺伝子を 

導入した形質転換体の解析、FT2候補遺伝子変異体のスクリーニングを始める。 
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（６）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 

・汎用性のあるアノテーションパイプラインを構築し、多様なデータに柔軟に対応でき

るようにする。 

・イネアノテーション情報の拡充を行い、遺伝子発現情報などを取り込む。本分野にお

けるリーダーシップを確保し、第４回アノテーション会議を開催する。成果を公開する

データベースの更新・修正作業の迅速化及び使いやすさ向上のための高性能・高機能化

を行う 

・イネと近縁種のオルソログ関係を系統樹アノテーションなどによって明らかにし、遺

伝子ファミリー情報も加えて機能と進化の関係を明確にする。 

・イネと近縁種間を中心にした、配列比較解析による進化過程解明や重要遺伝子探索を

行い、代謝経路進化等を明らかにする。 

・複数種の比較解析情報を効率よく閲覧するためのブラウザを開発する。 

・蛋白質会合部位の空隙体積を計算する方法を改良し、本方法を搭載した解析サーバを

構築する。3DMETのデータを確認し、加えて既知の複合体構造を利用したドッキング解析

の条件検討を行う。 

 

（７）遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布 

・国内及び海外における現地調査、探索収集を実施する。またアジアを中心に、MOUに基

づき、多様性解析を含めた共同研究として実施する。更に、収集植物遺伝資源の隔離無

毒化を進める。微生物では引き続き植物病原微生物を中心に、収集、導入を図る。 

・１次特性など約18万点の植物特性評価を実施する．また，「新規特性の評価と評価法の

開発」を進める．微生物では、引き続きフザリウム属菌等について，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進める。動物では、アクティブ化を促進する

ため、来歴・特性情報の精査並びにカイコについては配布用卵を確保する。 

・植物では、サブバンクや委託研究機関と協力して「育種素材化」を進める。また、「コ

ア・コレクションの作成」を継続実施する。 

・国内外の遺伝資源の収集・導入を図り、保存遺伝資源の充実を図る。また、保存する

遺伝資源の品質の維持を図り、利用者に提供する。更に、栄養繁殖性作物や微生物、カ

イコを含む動物の長期保存を効率化するため、超低温保存法の開発を進める。 

・管理用プログラムの開発・改良を進め、微生物遺伝資源の特性評価データ管理プログ

ラムを作成する。また、動物遺伝資源データベースや植物収集地点表示システムを公開

し、データウェアハウスの構築、微生物遺伝資源のWeb検索システムの開発を進める。 

 

（８）放射線利用による新形質突然変異素材の開発 

・蛋白質組成に関するDNAマーカーの作成、コシヒカリに関するアミロース変異体のスク

リ－ニングやサイレントミューテーションの探索により品種育成のための基盤技術を開

発するとともに、緩照射による突然変異率を解析してイネ突然変異リソースとしての有

用性の評価を行う。 

・ガンマーフィールドの線源から10～100mの地点にペチュニアを植え付け、それぞれの

地点のセクターやスジなどの変異を調査する。 

・ガンマーフィールドのペチュニアから種子を採種し、出現する変異を調査する。 

・ソバの抗酸化能の向上を目指しさらに選抜を進める。また、抗酸化能の向上を目指し

てポリフェノールの組成の異なる変異系統を交配し、その効果を検証する。さらに有望

と思われる系統については品種登録のための特性調査を実施する。 

・花粉照射によるメロンの線量反応が異なる栽培時期でも同様な傾向を示すか確認する。 
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・花粉照射によって得られた果実の種子のスクリーニングが可能かどうか検討する。 

・メチル化カテキンなどの機能性成分に着目したチャ有望変異体の選抜と評価をすすめ

る。 

・チャ炭疽病の抵抗性育種素材などの開発のために、放射線照射を行った作物体の評価

を行う。また、作物の特性と照射条件に応じた適正な照射条件を検討する。さらに、緩

照射を受けたチャ種子について生育や各種特性を検討する。 

・培養シュートを順次順化させる。すでに順化に成功し圃場で栽培している個体につい

ては毒素検定を行ない‘ゴールド二十世紀’などがキメラであるかどうか確認する。 

・培養シュートの順化法の改良を試みる。 

・サザンブロット法の改善を試みる。 

・ガンマーフィールドで照射した‘南水’由来の培養シュートをさらに誘導するととも

に、順次順化させる。 

・ギニアグラスアポミクシス領域や各種形態的特性に係わる遺伝子近傍の欠失個体を選

抜する。ソルガムにおいてはM2個体を調査し、バイオマスに係わる形質や出穂性および

低フィチン等の突然変異体を選抜し、突然変異リソースとしての有用性の評価を行う。 

 

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 

・凍結挙動に関わる因子の特定に向け、植物組織の凍結挙動の可視化解析を引き続き進

めるとともに、氷晶制御に関わる不凍タンパク質を大量に精製し、ペプチド配列を決定

する。氷核活性発現に関わる要因や可溶性物質の特徴づけを行なう。 

・酵母発現系により選抜したイオン輸送体遺伝子導入によるイネ耐塩性への影響を明ら

かにするとともに、FOX系統から耐塩性関与遺伝子を探索し、耐塩性向上への寄与が期待

できる遺伝子をリストアップする。イネクロライドチャンネル遺伝子変異による根の形

態変化の詳細を明らかにする。 

・耐乾性強の陸稲品種Kinandang Patongと耐乾性弱の水稲品種IR64交雑由来の世代を促

進し連鎖地図を作製するとともに、耐乾性のQTL解析を開始する。 

・穂発芽耐性遺伝子Sdr4の発現の組織特異性、タンパクの局在性、相互作用因子の検索

などを進め、その作用機構を明かにする。Sdr1による穂発芽抑制能を温室条件下で再現

する条件を確立し、相補性実験等による遺伝子の同定を目指す。 

 

（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発 

・高CO2処理で発現量が変動する遺伝子を同定するとともに、光合成のダウンレギュレー

ションに関与する遺伝子の絞り込みを行う。イネ葉緑体への局在が示された解糖系酵素

の酵素特性を明らかにするとともに、葉緑体型PEPCの機能を検討する。幅広い種、品種

を含む栽培イネおよび野生イネを用いた解析に基づいて、葉構造特性と光合成機能特性

との相関を検討する。千粒重に関与するQTLの候補遺伝子の組換え体の作出と発現様式の

解析を行う。また、シンクサイズに関与するQTLの同定を行う。 

・フィトクロムを介した光の作用と分げつ数の調節機構との関係を明らかにする。イネ

の青色光応答を解析するため、それに関わる因子の変異体を単離する。光による葉緑体

分化の制御因子を明らかにするために、phyB変異体やOsGLK1-FOX系統における葉緑体の

分化過程を詳しく解析する。 

・イネ出穂期遺伝子ネットワークを解明するため、Hd1/Hd3aの転写制御に係るシス因子

を同定する。また、イネの開花抑制因子であるHd6の作用機作、およびイネの概日時計因
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子OsGIの開花制御機構を明らかにする。 

・フィトクロムを介した光形態形成に関わる植物ホルモンの作用を解析する。

phyAphyBphyC三重変異体を用いて、フィトクロムが関与する病害抵抗性に関わる因子を

明らかにする。 

 

（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発 

ほ場抵抗性の原因遺伝子Pb1の単離を完了し、Pb1については抵抗性発現および抵抗性の

安定性に関わるメカニズムの分子生物学的解析を試みる。 

・Pi36(t)の単離のため、領域絞り込みおよび相補性検定を行う。 

・抵抗性遺伝子の分子認識機構の応用による新規人工抵抗性遺伝子の有効性を検証する。 

・ミュータントパネル、FOX系統イネおよびシロイヌナズナの病害抵抗性および罹病性形

質によるスクリーニングを完了し、原因遺伝子の単離を進める。単離された遺伝子につ

いては、イネでの過剰発現、発現抑制などによって、病害抵抗性およびシグナル伝達に

関わる機能解析を行う。また、Pish、OsPti1a、PIP1、PDK1、OsRAR1、MPK6が関わる病原

体の認識機構およびシグナリングについての生化学的解析を進める。 

・イネの誘導抵抗性に主要な役割を果たす転写因子OsWRKY45およびNH1の下流および標的

遺伝子を同定し、その一部について病害抵抗性における機能解析に着手する。OsWRKY45

およびNH1の機能発現およびOsWRKY45発現による抵抗性発現に関わるシグナル伝達の正

負のクロストークを解析する。OsWRKY45の発現レベルの調整により、イネの病害抵抗性

および生育特性を最適化する試みに着手する。 

 

２）昆虫の環境適応機構の解明と制御技術の開発  

（１）昆虫制御剤標的遺伝子の探索と利用技術の開発 

・幼若ホルモン(JH)合成の最終段階を触媒するJH酸メチル基転移酵素(JHAMT)およびJH 

epoxidaseの特性を詳細に明らかにするとともに阻害剤のアッセイ系を開発する。また、

Rasタンパク質遺伝子の発育段階による発現動態から、内分泌系を介した成長制御への関

連性を調べるとともに、JH誘導性遺伝子のプロモーター解析を進める。さらに、リポフ

ェクションによる外来遺伝子発現系をホルモン合成・分解遺伝子に適用し、有効性を検

証する。 

・神経ペプチドや生体アミン等の受容体、感覚受容に関わると考えられる遺伝子のクロ

ーニングを進めるとともに、発現部位・時期等を明らかにし、行動と遺伝子発現との関

連を解析する。また、培養細胞発現系を用い、ドーパミン受容体遺伝子のタイプ別に各

種のアゴニスト・アンタゴニストによる応答測定等により機能を解析する。行動に関係

する遺伝子を単離するため、既存のカイコ突然変異系統の解析を行う。 

・カブラハバチの卵減数分裂制御に関与するmos遺伝子の機能を、作出したトランスジェ

ニック系統を用いて解析する。また、ヤマトヒメミミズの再生・無性生殖関連遺伝子の

単離と遺伝子機能解析法の確立を続け、単離した遺伝子の機能を解析する。 

 

（２）昆虫の乾燥耐性機構の解明と利用技術の開発 

・乾燥応答エレメントの同定やシグナル伝達経路などクリプトビオシスを誘導する機構

の研究を進める。 

・RNAiによる遺伝子機能抑制によりクリプトビオシスに必須の遺伝子を明らかにする。 

・ネムリユスリカのナイジェリア個体群とマラウィ個体群間で外部形態や染色体および

遺伝子型などについて比較を行う。 

・乾燥に伴うシグナル伝達経路の解析をネムリユスリカ由来の細胞系を用いて進める。 
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・乾燥耐性に関連した遺伝子のペプチド抗体を作成し、それらの遺伝子が、どこの組織

でいつ発現しているかを、免疫組織学的に解析する。 

・宇宙空間に暴露したネムリユスリカ乾燥幼虫の解析を行い、宇宙空間のストレス要因

を予想する。特に熱ショックタンパク質に着目して解析を行う。 

 

（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発 

・培養細胞を用いた、カイコ抗ウイルスペプチド（BmAVP）のカイコ核多角体病ウイルス

（BmNPV）に対する干渉作用を解析する。 

・N末端のアスパラギン残基をアスパラギン酸に変換する酵素（BmNTAN1）のBmAVPのN末

端アミノ酸変換への関与を解析する。 

・BmAVP過剰発現カイコの作製を試みる。 

・BmNPV感染により発現が変動する遺伝子のプロモーター解析を行う。 

・DNA型RNAiライブラリーの構築法及びスクリーニング法を確立し、この手法を用い、ウ

イルス感染に関わる因子の同定を試みる。 

・昆虫の抗菌性タンパク質を基に改変したペプチドのトリパノソーマに対する作用メ

カニズムとガン細胞に対する増殖抑制効果を明らかにする。 

・18年度に見いだした新規の薬理活性人工ペプチドNP4Pによる抗微生物ペプチドの殺菌

効果の増強作用について、特許の記載事項を完全にするために必要なデータを優先して

取得する。また、NP4Pの増強効果の分子機序を明らかにする。 

 

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遺伝子プロモーター結合タンパク質

TAF170についてさらに解析を進めとともに、新たに見出されたプロモーター結合因子の

同定を行う。また、FKBP6欠損がリボゾームサブユニットの相互作用に与える影響、FKBP6

欠損とリボゾーム構成蛋白の関係を解明するとともに、FKBP6と相互作用する因子を明ら

かにする。さらに、原始卵胞の発育を促すため、ヌードマウスの腎皮膜下に異種移植し

たブタ原始卵胞卵母細胞に由来する核と屠場由来の卵母細胞の細胞胞質を融合させる条

件を検討し、得られた再構成卵の成熟能・受精能を解析するとともに、異種移植したブ

タ前精祖細胞由来の顕微受精卵を受胚雌に移植し、その着床能を解析する。 

・着床や胎盤形成に際して時期特異的・着床局所特異的に発現する遺伝子をクローニン

グして遺伝子の機能を解析する。18年度に開発した試験管内の伸長培養系と生体で発育

した胚を比較しながら、胚の伸長や栄養膜細胞の分化機構を解析する。組換えタンパク

質や抗体を作成して胚の発育や栄養膜細胞の増殖分化に及ぼす影響を検討する。骨形成

タンパク質ファミリーの中からBMP4、GDF9およびBMP15に注目し、卵胞の発育・選抜にお

ける役割を調べる。 

・ES細胞の多能性維持機構への関与が示唆されたPpet21分子について、ノックアウトマ

ウスの表現型および細胞内局在・動態解析から機能を明らかにするとともに、既知の多

能性維持因子との関係を調べる。また、生細胞におけるエピジェネティックな変化の可

視化と、それを指標にした細胞の分画法を確立し、分画した細胞の性質決定と分化能の

差を明らかにする。ウシ等において、ES細胞及び卵巣由来幹細胞の樹立を目指すととも

に、生殖細胞の単離／濃縮手法を確立する。 

 

（２）家畜における本能行動の制御要因の解明 

・ブタにおいて海馬局所集合電位の変化と匂い連合学習との関係および神経前駆細胞の
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局在を解析する。 

・ウシにおいてオキシトシン反応へのオキシトシンおよびオキシトシン拮抗薬の効果を

解析するとともに、血中オキシトシン濃度変動から推測される脳内オキシトシンニュー

ロン活性とストレス感受性および社会的親和性との関連を解析する。 

・ウシにおいて明暗周期が行動パターン、自律機能およびホルモン分泌におよぼす影響

を解析する。 

・ヤギ、ウシの性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）分泌調節機構におけるメタスチ

ンの生理的役割を解析する。また、ケトン体によるヤギのGnRHパルスジェネレーター活

動の制御機構の分子メカニズムを解析する。 

・ヤギ、ヒツジにおいて、嗅覚情報の視床下部への情報伝達神経回路および雄効果フェ

ロモンの情報処理に関与する神経核を同定する。 

 

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 

・ミヤコグサCASTOR/POLLUXと他のマメ科植物およびイネのオルソログ遺伝子の機能、

CCaMKと他の初期認識関連遺伝子の相互関係を解析する。一方、感染以降のプロセスに関

与する遺伝子の同定・機能解析を進めるとともに、Har1依存型抵抗性の解析を中心に病

原応答と共生の接点に関する研究を進める。 

・トバモウイルスRNAの複製複合体の構成因子、RNAサイレンシングの誘起に関わるSGS3、

トバモウイルス抵抗性遺伝子Tm-1の機能を解析する。また、過敏感反応において自己防

御活性化と細胞死に至るシグナル伝達経路の分岐様式、MAPKを介したジャスモン酸合成

誘導機構を解析する。 

・いもち病菌のMrgs2、キチン結合タンパク質遺伝子、感染関連イネ遺伝子EL5、CIGR2

の機能、いもち病菌感染補助因子とイネの抵抗性応答の関連を調査する。イネ・白葉枯

病菌相互作用に関与する遺伝子を同定し解析する。立枯病抵抗性誘導物質の活性画分を

同定する。 

 

（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 

・ツマグロヨコバイ唾液腺ラッカーゼのcDNA配列をバイオタイプ間で比較する一方、RNAi

手法の有効性の可否を検討する。ツマグロヨコバイの唾液タンパク質であるβ-グルコシ

ダーゼの精製を進める。トビイロウンカの唾液腺で発現量が多い遺伝子の発現特異性を

解析する。ツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子の相補性検定を継続し、トビイロウンカ抵抗

性遺伝子Bph21の候補領域を絞り込む。 

・クワ耐虫性タンパク質の作用メカニズムの解明を行うとともに、囲食膜をターゲット

とした耐虫機構について調査し、パパイア乳液の毒性機構についても更に検討する。ま

た、UDP- glucose : quercetin 5- glucosyltransferaseの精製を行う。 

・ハナカメムシ類5種のミトコンドリアDNA全塩基配列を解読・比較し、捕食性天敵のDNA

マーカーの基盤とする。捕食性アザミウマと他種天敵、害虫種との関係をDNAマーカーに

よって明らかにする。また、カブリダニ等の捕食性天敵の植物揮発性化学物質に対する

学習について解析する。アワヨトウ由来培養細胞系に対する昆虫ホルモンや、寄生蜂の

毒液等の影響を調べる。 

・ゴマダラカミキリについては、温州ミカン以外のカンキツの誘引物質を検討する。リ

ウキュウクロコガネでは、雌雄の触角の嗅感覚子の匂い応答の記録・解析を行う。ミヤ

コケブカアカチャコガネは幼虫の発育特性と、成虫休眠の環境制御機構を解析する。 
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（３）昆虫・微生物間相互作用の解明と利用技術の開発 

・カイコのBt菌（Cry毒素）抵抗性に係わる遺伝子のポジショナルクローニングを進める。 

・カイコのBeauveria菌抵抗性遺伝子の存在する遺伝子領域の特定と菌感染に係わる因子

の解析を行う。 

・ウイルス感染増進物質フゾリンの活性部位の特定を行う。 

・核多角体病ウイルスの感染経路を解明する一環として、昆虫のフンの感染源としての

評価を行う。 

・ファイトプラズマの昆虫媒介様式を解明するために、虫体内感染量を組織ごとに調査

する。 

・共生微生物の次世代経卵伝播に係わる因子を探索する。 

・ウォルバキア細菌による宿主昆虫のメス化の機構解明を進める。 

・昆虫ポックスウイルスのゲノム解読を行い、共生細菌２～３種のゲノムドラフトシー

ケンスを得る。 

 

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解明に向けて、PHY, PAPP5, NDPK2

の構造機能解析を進める。 

・原形質膜オーキシン受容体ABP1を介する情報伝達経路の解明に向けて、親和架橋法に

よるABP1およびCBP1相互作用因子の同定を進める。 

・根粒菌共生における宿主特異性を決定する構造因子の解明に向けて、受容体NFRの細胞

外リガンド結合ドメインの構造機能解析を進める。 

・SP-RING型SUMOリガーゼPIAS/Sizファミリー作用機構の解明に向けて、各ドメインの構

造機能解析を進める。 

・節足動物の形態形成におけるホルモンの作用機構の解明に向けて、カイコ由来のRABP

の構造機能解析を進める。 

・生体内における特定タンパク質の生成・分解挙動を効率的に解析する方法論を確立す

るために、質量分析によるプロテオーム解析とGMO高速検出システムの構築を進める。 

 

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 

・ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ZFN）を植物細胞内で効率よく発現させる手法につい

て検討する。クロマチンリモデリング因子過剰発現体におけるGT頻度について解析する。

DFR、OASAターゲッティング個体の選抜条件を検討する。直接導入法を適用したイネの外

来遺伝子の存在様式を解析する。イネの相同組換え関連遺伝子の変異体の選抜を行う。 

・組換え部位周辺の塩基配列を解読し、組換え機構、周辺部への影響等を解析する。マ

ーカー遺伝子の除去におけるプロモーターの効果を検討する。イネにおける部位特異的

遺伝子導入の有無を解析する。 

・サイレンシングを受ける内在性遺伝子領域を組込んだベクターによる形質転換を継続

し、18年度に得られた野生型と変異体における形質転換効率の差異等をさらに検討する。

イネサイレンシング関与遺伝子変異体のスクリーニング、ノックダウン系統の確立、マ

イクロアレイ解析を継続する。 

・イネ胚乳細胞の貯蔵オルガネラの発達を改変した後代種子を解析し、デンプン粒の物

理化学的性質を解析する。 
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・遺伝子拡散防止技術として、イネおよびB.oleraceaにおいて葉緑体への遺伝子導入を

行う。ブロッコリーへ導入した雄性不稔性の安定性を調査するとともに、他植物への適

用を検討する。変異型ALSを導入したセイヨウナタネを作成する。在来カラシナ×セイヨ

ウナタネにおけるメタキセニアや偽受精の発生程度、雑種後代の環境適応度について検

討する。 

 

（２）健康機能性作物や有用物質高度生産技術の開発 

・生活習慣病や加齢予防米の開発では、経口摂取で機能性を示すに必要な量の機能性成

分の種子中への高集積化を目指す。こうした組換え作物開発には選抜マーカー遺伝子と

して、イネ由来のALS遺伝子を用い、実用的な組換えイネを開発する。高度集積できた機

能性米についてはラットやマウスでの経口摂取試験で有効性を確認する。  

・アレルギー緩和米の開発について、スギ花粉ペプチド含有米では隔離ほ場栽培と前臨

床試験による動物での安全性試験を行う。 

・ダニアレルギー緩和米の開発では経口摂取させたマウスを用いて臨床的有効性を調査

する。米アレルゲンの低減化では33kDのアレルゲンの抑制を中心に行う。 

・アルツハイマーワクチン米では動物経口摂取試験を行うための材料確保を行う。 

・医療用の有用物質生産技術の開発では、外来遺伝子産物を高蓄積可能な米を開発する

ため貯蔵タンパク質の低減化と、高種子蛋白質品種の遺伝資源を利用して、外来有用遺

伝子産物の高蓄積宿主開発を進める。 

 

（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 

・遺伝子組換え昆虫による有用物質生産システムの高度化を計るため、注射方法の改良

や遺伝子導入効率の高いベクターの作出、容易に組換え体を検出できるマーカー遺伝子

の開発等を18年度に引き続き行う。 

・カイコにおける組換えタンパク質大量生産のための系統開発やベクターの構築を行う。

そのため、実用系統への遺伝子導入法について検討するとともにコザック配列やイント

ロン、TATA領域、シグナルペプチドの導入遺伝子発現における効果について検討する。

また、導入遺伝子の発現量を高めるためGAL4やプロモーターの改良を行う。 

・組換え昆虫による有用物質の生産について研究を進め、カイコを利用した高機能繊維

の開発や酵素、抗体、サイトカイン等を生産するカイコを作出する。 

 

（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 

・これまでに作出した遺伝子組換えブタの後代試験を進めると共に、CTLA4IgおよびhTM

遺伝子が導入されたブタ体細胞を作出する。  

・ヒトセレノプロテイン遺伝子導入ヤギの後代を作出し、特性を解析する。LA-SSP1 BAC 

ベクターを導入した組換え胎子線維芽細胞を分離し、これらを用いた核移植を行い組換

えヤギを作出する。 

・遺伝子を導入されたニワトリ始原生殖細胞の至適培養条件を明らかにする。ニワトリ

精原細胞の初代培養条件についてさらに検討する。 

・P2X7受容体に対するintrabodyによる機能阻害効果を検証する。 

・プリオン感染マウス脳でP2X7受容体の発現動態や機能の変化を検討する。P2X7受容体

の機能を修飾する分子を探索する。 

・ゲル薄膜および血管内皮細胞増殖因子等を利用した血管新生の培養モデル系を開発す

る。 
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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 

・絹フィブロイン多孔質構造体の構造・物性等の品質制御のために、過冷却状態の制御

等の凍結プロセスのコントロールによる構造・物性変化や細胞増殖性や分化等の機能性

変化について検討するとともに、クローニングしたpeptide O-xylosyltransferase 遺伝

子(Bmoxt)の機能解析とカイコ後部絹糸腺での発現を検討する。 

・セリシンやホーネットシルクの材料化プロセスの確立を目的に、新しいゲルフィルム

化法でのゲル化条件やゲルフィルム化機序の解析や物理的・化学的手法でのセリシン材

料の物性制御技術の検討を行うとともに、材料の安全性評価として動物皮膚感作評価を

実施する。 

・オニグモおよびジョロウグモ牽引糸の紡糸速度と分子高次構造との相関を解析すると

ともに、紡糸プロセスにおける水の挙動を解析する。 

 

（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発 

・高強度繭糸品種の開発を進め、それらの繭糸特性を明らかにする。 

・高強度繭糸や極細繭糸により人工血管用基材や手術用縫合糸を試作し、その特

性を明らかにする。 

・広食性「セリシンホープ」の開発を進める。 

・繭糸、生糸の形態や構造を解析・調査し、光沢・色彩の要因を明らかする。 

・綿蚕の品種改良をするため、繭の性状調査を行うとともに、それによる真綿布

団等の用途について検討する。 

・ゲノム情報の育種現場への利用として、分子マーカーを指標とした染色体置換

系統の作出に着手する。 

・極端な細太の混在する thick and thin 加工を繰糸中に行う機構を開発するとと

もに、それによる製織特性を検討する。 

・フィブロインを他繊維にコーティングする技術の開発を行う。 
・絹に紫外線を照射することにより発現する抗菌活性のメカニズムを解明する。 

 

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効果的な情報発信のために、ホームページのユーザーフレンドリー化、パンフレット

の充実、積極的な記者発表を行う。 

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については、18年

度において作成に必要となる資料・情報を収集した。19年度にはスキルアップマニュア

ルを完成させ、活用を開始する。 

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、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。 

④一般市民が参加できる公開シンポジウムの開催、青少年の理科への関心醸成のための

プログラムへの参加、サイエンスフェア等への参加により、消費者の理解促進に取り組

む。 

⑤一般消費者、農業生産者の見学、技術相談を積極的に受け入れるとともに、メールで

の問い合わせへの対応を検討する。各地で開催される農林水産省主催のアグリビジネス

フェアー等に参加し、研究に関するニーズの把握に努める。ニーズの把握のため、遺伝

子組換え研究推進室、産学官連携推進室、広報室等の連携を深め、効率的なシステムの
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構築を検討する。 

 

（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。「普及に移しうる成果」のフォローアップ調査を行い、成果の普及状

況の把握に努める。 

②研究所のホームページを始め、ゲノムリソース、ジーンバンク等のホームページは随

時更新し、最新の情報を提供する。効率的な成果の伝達のため、紙媒体は減らすよう努

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

3,300以上）を目指す。 

②研究成果が広く一般の国民に理解されるよう、記者発表を積極的に行うとともに、マ

スコミ関連の取材等に対応する。19年度においても20回以上のプレスリリースを行う。

一般公開の開催、地区開催行事への参加、ホームページへのアップロード等の様々な広

報手段を活用し、広報活動を推進する。 

（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。 

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。 
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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 

 19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１９年度 予算                        

                                                  （単位：百万円）              

 

       区     分 

 

  金   額 

 

 収 入 

       運営費交付金 

    施設整備費補助金 

    受託収入 

    諸収入 

 

    計 

 

 

       ７，５２６ 

     ２１７ 

    ３，６９０ 

      １４ 

 

   １１，４４７ 

 

   

 

 支 出 

    業務経費 

    施設整備費 

    受託経費 

    一般管理費 

    人件費 

 

    計 

 

 

２，８６４ 

          ２１７ 

    ３，６９０ 

     ４５８ 

    ４，２１８ 

 

１１，４４７ 

  

             

  

       

  

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致 

しないものがある。 
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２．収支計画 

平成１９年度 収支計画 

                          （単位：百万円） 

 

       区     分 

 

  金   額 

 

 費用の部 

   経常費用 

     人件費 

     業務経費 

     受託経費 

     一般管理費 

     減価償却費 

   財務費用 

   臨時損失 

    

  収益の部 

   運営費交付金収益 

   諸収入 

   受託収入 

   資産見返負債交付金戻入 

   臨時利益 

    

  純利益 

  目的積立金取崩額 

  総利益 

 

   １１，０３２ 

     １０，９９５ 

       ４，２１８ 

       ２，４３４ 

       ３，４７０ 

          ４２６ 

          ４４６ 

            ３８ 

              ０ 

 

     １１，０６７ 

       ７，０６６ 

            １４ 

       ３，６９０ 

          ２９７ 

              ０ 

 

           ３５ 

              ０ 

           ３５ 

  

       

       

       

       

       

       

       

     

       

       

       

       

       

       

       

       

     

       

       

       

       

       

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致 

しないものがある。 

 17



                                         

３．資金計画 

                         平成１９年度 資金計画 

                          （単位：百万円） 

 

       区     分 

 

  金   額 

 

 資金支出 

   業務活動による支出 

   投資活動による支出 

   財務活動による支出 

   翌年度への繰越金 

  

 資金収入 

   業務活動による収入 

     運営費交付金による収入 

     受託収入 

     その他の収入 

   投資活動による収入 

     施設整備費補助金による収入 

     その他の収入 

   財務活動による収入 

     その他の収入 

 

     １１，４４７ 

     １０，０４２ 

        ８６１ 

          ５４４ 

              ０ 

 

     １１，４４７ 

     １１，２３１ 

       ７，５２６ 

       ３，６９０ 

            １４ 

          ２１７ 

          ２１７ 

              ０ 

              ０ 

              ０ 

 

  

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致 

しないものがある。 
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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 

  温室改修により、施設の老朽化対策等を行う。 

  〔１９年度予算（施設整備費補助金）〕 

    閉鎖系温室改修 ２１６，６６６千円 

 

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 

 期末の常勤職員数は、期初職員相当数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。 


