
平成２０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。評価点検の結果を受けて、

業務運営上の問題点を明確にし、対応策を検討する。 
②19 年度に改正した「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。 
③19 年度課題評価検討会の結果に基づいて、19 年度に改善した「課題評価マニュアル」およ

び「評価基準」のさらなる改善を図り、評価・点検方法を見直し、評価基準の一層の明確化

を図る。見直しにあたっては、研究資源の投入と得られた成果について、費用対効果の視点

から分析する。 
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研究成果や業務の質の向上に、職員の能力を 大限に活かすため、研究職員の評価は基準の

点検を常に行いつつ、明確に示した基準に基づき進める。 
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、研究職員の新たな業績

評価制度の骨子案を成案とし、試行を行い修正点を明らかにする。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、新たな評価制度の試行導入を行う。 
⑦平成 19 年 12 月に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画に従って、生物資源のゲノム

研究を加速し、その成果を新たな生物産業の創出に向ける方向で、研究課題の重点化に向け

た点検を実施するとともに、平成 23 年 4 月の法人統合に向けた検討を開始する。 

 
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研究に反映させるため、研究課題の重点化の見

直しを図るとともに、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引き

続き積極的に応募し、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、引き続き競争的研究資金等の外部資金

への積極的な応募を奨励し、資金獲得のための支援方策を講ずる。 
④研究課題の評価結果に基づいて、高い評価を得た課題及び研究戦略上重要と考えられる課題

への研究資金の重点配分を行うとともに、積極的な研究成果発表を支援する。これらの方策

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中期計画期間を見通した「施設の修繕・改修等整備計画」を基本とし、老朽化の現状や研究



の重点化に即した計画見直しを行って、研究施設・設備の計画的な整備を進めると共に、利

用実態調査を通じて、必要性の有無等を勘案し、施設の集約化、廃止等、有効利用の計画を

作成する。 
②施設利用の基準に基づく施設の有効利用の促進により、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、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、20 年 2 月に開設した

開放型研究施設（オープンラボ）「マイクロアレイ解析室」については、ホームページを通じ

て設備、利用実績等の情報の公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、引き続

き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 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、課題の評価を通して組織

の評価が行える現課題評価の仕組みの不断な見直しを進めつつ、その仕組みに基づいて、研

究組織に対する評価を行う。 
④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、研究重点化を行った新蚕糸技術（シルクテクノロジー）に関して、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、松本チームのつくば地

区への移転を完了させる。また、松本地区の土地について売却に向けた作業を進めるととも

に、岡谷チームの平成 22 年度末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 

①19 年度に策定した人材育成プログラムに基づき、計画的な人材育成を図る。 
②研究実施職員については、人材育成プログラム中の対応するプログラムの試行結果を踏まえ

て、計画的な人材育成を進める。 
③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。 
④職員の資質向上に必要な制度の充実を図ると共に、業務上必要な各種研修に積極的に参加さ

せる。 
⑤農水省・文科省等との人材交流を通して、研究管理、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。 
⑥18 年度策定の若手職員養成プログラムを引き続き実施し人材育成を図る。また、OECD 等

の各種制度を積極的に活用し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研究支援業務の全体像を明らかにし、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引き続き検討する。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、研究業務の重点化方向に対応して、高度な専門技術・知識

を要する分野に業務を重点化するとともに、要員配置の適正化によって研究支援業務の充

実・強化を図る。 
④研究支援業務全体を見直し、臨時職員が担うべき業務及びアウトソーシングすべき業務を摘

出したうえで外注化を一層推進し、研究支援部門の要員の合理化、業務の効率化に努める。 
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。 

 
４．産学官連携、協力の促進・強化 

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、独創的かつ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、産

学官の人材交流等による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大学・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大学との文部共同研究を推進し、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県、他独法等の関係機関と相互の連携・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。 
③日中共同研究で得られた高精度カイコゲノムシーケンスのアノテーションについて、日中共

同研究を軸とした「国際コンソーシアム」を組織し、生物研主導による国内外研究者の連携

を強化して進める。 

 
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 

・アソシエーション解析を可能にする品種系統のパネルの再構築を開始する。SNP 解析アレ

イについては、世界の品種あるいは日本型品種の解析に利用可能な SNP 情報を収集・整



理する。 
・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。特に日本晴とコシ

ヒカリの CSSL の候補個体を選抜する。変異解析では出穂期および遺伝子伝達頻度の歪み

の解析を継続する。 
・日本晴とコシヒカリの出穂期の差に関与している第 3 染色体長腕上の Hd16 および第 6 染

色体短腕上の Hd17 について候補遺伝子の機能証明を進める。出穂期関連遺伝子群の相互

作用の有無を分子レベルで明らかにする。 
・圃場抵抗性に関与する複数の遺伝子の単離を継続し、その機能を明らかにする。また、罹

病性品種 Bridze が有する罹病性遺伝子の候補ゲノム領域を絞り込む。 
・穂発芽関連遺伝子 Sdr9 および Sdr10 の連鎖解析を開始し、その存在を再検証する。日本

晴とコシヒカリの穂発芽耐性関連 QTL の検出を継続する。 
・コシヒカリの良食味に関与する第 3 染色体短腕上の QTL の候補ゲノム領域の絞り込みを

行う。 
・日本晴とコシヒカリの間で見出される第 1 染色体短腕の稈長 QTL 領域について、候補ゲ

ノム領域の絞り込みを行う。 
・Jarjan が有する紋枯病抵抗性の QTL 解析を行う。 
・ハナエチゼンがもつ高温登熟耐性に関与する QTL 解析を行う。 
・個葉の光合成能力向上に有効なソース能関連 QTL の検出の可能性を検討する。 
・優良品種にいもち病圃場抵抗性関連 QTL を導入した育種素材を開発する。 
・耐冷性関連 QTL、Ctb1、Ctb2、qFLT-6 および qCTB-8 を導入したひとめぼれ同質遺伝子

系統群を作出する。 
・ゲノムシャッフリングにより作成した集団の遺伝子構成の変化ならびに形質変化を解析す

る。さらに、乾燥耐性について評価方法の確立を進めるとともにシャッフリング集団の養

成を行う。 
・外部研究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 

・イネトランスクリプトーム解析については新しくウイルス感染時の宿主の遺伝子発現応答

を明らかにする。マイクロアレイ技術を駆使して、乾燥応答・耐性のキーとなる遺伝子の

探索を行う。イネのＮＡＣ転写因子遺伝子群について環境ストレスとの関係、転写後制御

機構について分子レベルでの解明を行う。 
・オオムギにおけるトランスクリプトーム解析については完全長 cDNA 配列をムギ類やイネ

科作物の研究者に利用可能にするための基盤整備や情報・クローン公開を開始する。 
・イネ比較ゲノム解析---栽培化関連形質遺伝子については機能ドメインの変異から機能変化

を推定し、発現解析によってその遺伝子ネットワークへの影響を評価し、次に栽培種 (不
活化型)イネの形質転換による生理的機能の検定を行う。また新たに不稔遺伝子における比

較ゲノム解析による多様化解析を開始する。 
・脱粒性のネットワーク解明 --新規脱粒性関連変異体のラフマッピングを行う。LCM で切

り出した離層組織から調整した RNA で、マイクロアレイ解析を行い、離層で発現する遺

伝子を同定するとともに、qSH1 やｄ６の有無の影響を解析する 
・植物ドメインデータベース構築 ---本年度構築したドメインデータベース SALAD を公開

する。 
・イネのテロメア配列--イネの染色体のサブテロメア領域の塩基配列を、イネに特異的なサ

ブテロメアリピートの構造に基づいて比較解析する。 
・コムギ赤かび病に関してコムギ種子中の DON 残留量に関与する MRP 遺伝子について、



機能と毒素代謝との関連を明らかにする。 
・オオムギ稔性回復遺伝子 Rfm1 については、BAC 配列より得られた情報を基に詳細マッピ

ングを行い、ポジショナルクローニングを目指す。 
・オオムギ閉花性遺伝子 cly1 の構造を明らかにし、遺伝子発現解析を行う。 
・安定したコムギ形質転換技術を利用したムギ遺伝子の機能相補実験や新機能ムギ作製をお

こなう。 
・塩基配列解読を利用した作物遺伝子研究の効率化---新規な配列解析装置を利用して植物の

転写物配列を正確性と効率性をバランスしながら解読できる方法論を整備する。 
・ソルガムのコアコレクションの候補となる品種を用いて物質生産に関連する要素の計測を

行い、ソルガムの基本的な生理学を理解すると共にそれらの形質をバイオマスの視点から

評価する。 
・ソルガムをベースにした新しいバイオマス用の作物を開発するための基盤整備としてソル

ガムの SSR あるいは SNP マーカーの開発をおこない、(QTL センターと共同)、遺伝解析

基盤の確立を図る。これらのマーカーを利用してソルガムの生産性を低下させる要因の一

つとして重要病害である紫斑点病抵抗性に関与する遺伝子と再生性に関する遺伝子(QTL
センター担当)のマッピングを行う。 

・研究材料（イネ完全長 cDNA、 Tos17 変異体、遺伝解析材料、イネ EST, RFLP 等）の分

譲業務を実施する。（事業の継続） 
・研究支援（マイクロアレイ解析、Tilling 解析）を実施する。 
・イネの成育過程における遺伝子発現プロファイルを行い、データベース化する。 
・イネ FOX-hunting 材料については、種子の増殖と転写因子遺伝子を中心に形質転換体を

作出する。また、引き続きデータベースの充実化を行う。 
・マイクロアレイ技術を利用した放射線照射及び化学物質による効率的突然変異体評価技術

の開発を実施する。 
・情報リソースの整備（継続）農林水産生物ゲノム情報統合データベースへの情報追加及び

改良を行う。 

 
（３）カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用 

・新たに 3 種類の完全長 cDNA ライブラリーを作成・解析し、これまでと合わせて 10,000
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。カイコ

ゲノムシーケンスのアノーテーションの基盤を確立する。 
・BAC 小タイリングパスについては、19 年度に構築した解析システムを利用し、28 連鎖

群全てについてミニマムタイリングパス作成を順次開始する。 
・所内外の多くのグループと共同で広食性、ウイルス抵抗性(NID-1)、体色、紋様、代謝の

原因遺伝子の染色体上の位置の絞り込みと単離・同定をさらに進める。本年度で特定する

ことができた nsd-1 については形質転換系による候補遺伝子の証明を行う。 
・高度の染色体地図情報、トランスジェニックカイコや RNAi 法で得られる遺伝子機能情報

と変異体情報（遺伝子強制発現形質データベース）、プロテオームデータベースを統合し、

KAIKObase を拡充する。さらにカイコ以外の昆虫類のゲノム情報も収集し、比較ゲノム

解析によるカイコゲノム情報の利用ができるようにする。 
・新たに GAL4/UAS 系および Tet-off 系を用いたエンハンサートラップ系統の作出を行う。

ミューテータートランスポゾン挿入位置の近傍遺伝子情報等の詳細解析を行い、発現部位

情報、発現画像、ゲノム挿入位置情報をまとめたエンハンサートラップデータベースの構

築を進める。 

 



（４）ブタゲノムリソースの開発と利用 

・引き続き国際コンソーシアムのブタゲノム解読プロジェクトに参画し、全ゲノム解読を継

続する。国際コンソーシアム由来の組織も利用した完全長 cDNA ライブラリーを構築し、

5,000 個程度の EST を追加するとともに、cDNA クローン全長 3,000 個の解読を行う。 
・QTL 解析等に利用可能な、ゲノム上での位置を明確にした SNP マーカー1,000 個程度の

タイピングセットの整備を行う。 
・生物研の保有する完全長 cDNA 情報等より約 2 万個の EST を選択し、新たなマイクロア

レイを作製するとともに、アレイ評価のため脂肪組織の経時的な遺伝子発現量の差及び品

種間差を解析する。 
・ブタ実用集団を用いて、病原体認識に関わる TLR 遺伝子の多型解析を行い、それらと疾

病との相関についての解析を行う。細胞質内で細菌あるいはウイルス RNA の認識に関与

する分子について、遺伝子多型の検出と品種内、品種間の多型解析を行う。抗原認識に関

わる NKT 細胞についてブタ末梢血より細胞株の樹立を試みる。 
・第 7 染色体上の椎骨数 QTL の責任遺伝子について、培養細胞を用いて対立遺伝子のプロ

モーター活性を比較するとともに、マウスで胚発生における発現ステージを特定し、対応

するブタ胚を用いた発現解析を行う。第 6 染色体上の肉色 QTL の候補遺伝子について、

培養細胞を用い、遺伝子発現量とミオグロビン合成量等との関係を解析する。 
・肉質関連形質においては、筋線維本数、筋線維タイプに関する QTL について、新規 DNA

マーカーを開発し、詳細なマッピングを行う。脂肪酸組成、筋肉内脂肪含量等、解析対象

となるゲノム領域が様々な組換えのパターンを示す個体を選抜し、後代検定により QTL
領域の絞り込みを試みる。 

・生産履歴管理に有用なマーカー開発のため、塩基配列決定による mtDNA 全体の SNP 検

索を進めるとともに、市販食肉サンプルの収集・解析を継続する。 
・梅山豚の肝臓で見られた薬物代謝に関わる CYP1A 酵素遺伝子発現の性差とテストステロ

ンとの関連性をもとに、西洋品種のランドレース種と梅山豚へのテストステロン投与によ

り、血液中のテストステロン量と CYP1A 酵素発現との関連性についてさらに検討する。

また、背脂肪厚に影響を及ぼす因子の解明のため、梅山豚およびランドレース種の肝臓に

おける脂質代謝酵素遺伝子発現について性差や品種間における相違を解析する。 
・遺伝子発現部位の組織レベルでの解析に用いる in situ hybridization 技術をより高度化さ

せるとともに、ブタの経済形質に関わると考えられる遺伝子を選択し、予備的な発現解析

を行う。 

 
（５）ダイズゲノムリソースの開発と利用 

・エンレイ ｘ Williams82 の F2 集団を用いて 300 個の分子マーカーによる連鎖地図を作成

する。また、前年度作成したエンレイ×PekingF2 集団の連鎖地図に関しては、新たな分

子マーカーを集積し、高密度化を進める。実験系統リソース開発では、組換え自殖系統お

よび染色体部分置換系統の育成を継続する。 
・BAC ライブラリーGMJENb について、新たに 5 万クローンの末端塩基配列解読をおこな

う。また高速シークエンサーを用いてエンレイのゲノム解読を進める。これらの塩基配列

情報はデータベース化し、Williams82 のデータとの比較解析などを開始する。 
・ダイズの開花期 QTL である FT2、FT3 の遺伝子を同定する。FT1、FT4 については遺伝

子の存在する領域を更に絞り込む。 
・タンパク質含量・組成、共生などダイズの重要な形質に関わる遺伝子が存在する領域の局

所的な物理地図作成、塩基配列決定、ミヤコグサとのシンテニー解析を行う。 

 



（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 

・次世代シーケンサーを念頭に、大量かつ断片の配列を処理できるアノテーションシステム

を構築する。 
・選択的スプライシングや種間比較情報などのアノテーション情報を整備する。 
・イネの代謝経路に関して文献調査等を行い、種間比較を通じて特徴抽出を行う。 
・イネ科植物の配列アラインメントを元に、進化及び栽培化過程に影響を与えた変化を探索

する 
・イネにおいて転写型レトロコピーを検出し、近縁種での保存性を明らかにする。 
・蛋白質の分子内部構造をドロネー多面体により記述し、方法の有効性を明らかにする。 
・プロゲステロン受容体のリガンド結合ドメインを題材にリガンド結合の正確性を検定し、

他の受容体でもドッキング条件を決める。 
・イネアノテーションを自動更新するとともに、国際会議などの活動をを継続する。 

 
（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・探索収集をサブバンクと協力して実施し、収集遺伝資源

の多様性解析を進める。海外では，特にアジアを中心に、MOU に基づいた共同調査研究

として実施する。収集植物遺伝資源の隔離無毒化を進める。微生物遺伝資源では引き続き

植物病原微生物を中心に、国内での収集や受入を図る。動物遺伝資源では国内産在来遺伝

資源を中心に収集する。 
・１次特性など約 16 万 3 千点の植物遺伝資源の特性評価をサブバンクと協力し実施する。

また、「新規特性の評価と評価法の開発」を進める。微生物遺伝資源では、引き続き特性評

価をすすめるとともに、分子情報に基づいたコレクションの再分類を行う。動物遺伝資源

では、特性評価を進め、アクティブ化を促進する。 
・植物遺伝資源では、サブバンクや委託研究機関と協力して「育種素材化」を進めるととも

に、ソルガムに加え、リョクトウ、イワテヤマナシ類の「コアコレクションの作成」を実

施する。 
・国内外の遺伝資源の収集・導入やアクティブ化によ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、情報とともに利用者に提供する。更に、栄養繁殖

性作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作成・改修を進め、動物遺伝資源の来歴管理システムを開発する。保

存遺伝資源の情報の公開を進める。植物・動物遺伝資源の Web 検索システムおよび植物病

名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 

・コシヒカリ等の主要品種について低アミロースや蛋白質組成、形態変異等の突然変異体の

スクリーニングと系統育成を行う。 
・これまでに作出した日本晴の突然変異体リソースについてマイクロアレイ等の検出技術を

用いて DNA 欠失の大きさや頻度等、突然変異の評価を進める。 
・ソバにおいて抗酸化能の向上を目指しさらに選抜を進め、有望系統については品種登録の

ための特性調査を実施する。また、チャにおいて、カテキン類をはじめとした成分変異体

の選抜を行うとともに、有望系統について特性調査を実施する。 
・木本性作物の耐病性等の突然変異体リソース作出に関しては、チャの炭疽病抵抗性有望検

体の選抜をさらに進め、有望系統の特性を調査する。また、ナシ黒斑病抵抗性の向上を目

指し、キメラ解消のための知見を得る。 
・ソルガムにおいて、ガンマ線照射によるバイオマス原料特性の改変を目指す。昨年度採種



した異なるガンマ線照射線量の M2 集団の変異を調査する。また、昨年度明らかにした適

正線量でスイートソルガム品種にガンマ線急照射を行い、大規模 M1 集団を構築する。ま

た、昨年、ガンマーフィールドにおいてガンマ線生育期間緩照射を行った 4 品種の M2 種

子を圃場に展開し、出穂特性や草丈等のバイオマス関連形質等に関して変異の調査を行う。 

 
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 

・穂ばらみ期耐冷性 QTL（qFLT-6）の遺伝子単離に向け、染色体領域の絞り込みを進める。 
・新たに作製された FOX イネ系統の耐塩性評価を行い、耐塩性を付与する候補遺伝子のリ

ストアップ作業を完了させる。また、イネクロライドチャンネル遺伝子産物（OsCLC-1
および OsCLC-2）の発現部位を明らかにし、機能を推測する。 

・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継続する。また、

耐寒性に関わる内的要因を明らかにするため、昨年度に引き続き、過冷却安定化に関わる

抗氷核活性物質の同定と機能解析および氷晶制御に関わる不凍タンパク質の単離同定に取

り組む。 
・穂発芽耐性遺伝子として同定した Sdr4 の機能解明に向け、発現制御機構や相互作用する

候補因子の解析を進めるととともに、穂発芽性関連 QTL(Sdr1)に関しては、前年度得られ

た温室条件下で Sdr1 の相補試験を行い原因遺伝子の同定を目指す。 
・耐乾性への関与が期待される深根性関連伝子座 Dro1 の遺伝子単離に向けて連鎖解析によ

る候補ゲノム領域の絞り込みを行うとともに、圃場レベルにおける Dro1 の耐乾性に対す

る影響を評価する。 

 
（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発 

・イネ葉肉細胞の葉緑体内に存在する PEPC の関与する代謝経路の実体を検討するとともに、

この代謝経路とカルビン回路との相互作用の様相を明らかにする。また、アジアイネ栽培

種における光合成能と葉構造との関連性を検討するため、ジャポニカ／インディカの戻し

交雑自殖系統群や染色体置換系統群を用いて光合成能と気孔の数や分布との関係を詳しく

解析する。さらに、千粒重決定に関与する遺伝子 tgw6 の機能を解明するために、変異型

の tgw6 遺伝子を導入した組換え体を用いて収量特性やデンプン合成に関与する遺伝子群

の発現に及ぼす影響を解析する。 
・光シグナルによる葉緑体の分化機構を解析するために、phyB サプレッサー変異体を単離

し解析する。また、維管束鞘細胞で葉緑体が発達していることが分かった OsGLK1-FOX
イネ系統を様々な光条件で育て、光合成能に関与する要素を詳査する。OsGLK1 の発現調

節機構を RNA レベルおよびタンパク質レベルで明らかにする。さらに、フィトクロムの

機能と発現部位との関係を明らかにするために、PHYA および PHYB プロモーターの発現

特性を詳しく解析する。 
・開花制御ネットワークを明らかにするために、Lhd4 と Hd1 との相互作用を生化学的に明

らかにする。OsGI 変異を用いてイネ概日時計の解析を行い、シロイヌナズナの GI との機

能の相違点を明らかにする。さらに、OsGI による Ehd1 遺伝子の発現制御機構を解析す

る。 

 
（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発 

・単離が完了した Pb1 について、その成立の起源および下流へのシグナル伝達を中心に解析

し、抵抗性の安定性等の特性に関わる分子基盤の解明を試みる。 



・ほ場抵抗性遺伝子 Pi36(t)の単離のため、相補性検定を完了して遺伝子の確定を試みる。 
・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検証をさらに続

ける。 
・ミュータントパネルおよび FOX 系統シロイヌナズナから選抜された系統の原因遺伝子を

確定し、形質転換イネ等を用いた機能解析により、病害応答シグナル伝達経路上に位置づ

ける。Pish、OsPti1a、PIP1、PDK1、OsRAR1 の生化学解析等によって明らかになった

防御応答の負の制御の生物学的意義を解明するとともに、下流の遺伝子が明らかになった

MAP キナーゼについて、シグナル伝達経路上に位置づける。 
・WRKY45 および NH1（OsNPR1 と改称）の下流で制御されている遺伝子の機能解析によ

り、細胞死や植物ホルモンを介したシグナル伝達など、それぞれに制御されている抵抗性

反応の解明を試みる。また、WRKY45 の活性発現や WRKY45 の下流の抵抗性発現の制御

機構をシグナル伝達の相互作用の視点で解析し、WRKY45 のより有効な利用法開発のた

めの基礎知見とする。WRKY45 の実用化に向け、発現レベルの 適化のために作製した

形質転換イネを解析し、有効性を検証する。 

 
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 

・カイコを中心に未同定の JH 合成酵素・エクジソン合成酵素遺伝子の同定と発現解析なら

びに機能解析を行うとともに、JH 分解酵素類縁遺伝子および結合タンパク遺伝子を発現

させて機能を解析する。また、JH 早期応答性遺伝子について、プロモーター解析を行い、

レポーターアッセイ等により JH 応答性配列を同定する。さらに、ホルモンの合成、作用、

分解に関与する各種の遺伝子をカイコほかの昆虫に発現させ、その影響を調べる。 
・カイコの摂食行動に関わる遺伝子候補として単離した OBP 遺伝子およびオレキシン受容

体ホモログ遺伝子の発現解析を行うとともに、これまでに同定したカイコのドーパミン受

容体の細胞内情報伝達機構を明らかにする。また、カイコ神経ペプチドおよびその受容体

遺伝子について、発現部位を同定するとともに、受容体を培養細胞等で発現させて機能解

析を行う。さらに、カイコの縮み蚕（cot）突然変異原因遺伝子のポジショナルクローニン

グを進める。 
・ カブラハバチの卵減数分裂制御に関与する mos 遺伝子について、Mos タンパク質の分解

を抑制できるように、GST タグを付加したトランスジェニック系統をあらたに作出し、遺

伝学的および細胞学的に機能を解析する。また、これまでにヤマトヒメミミズから単離し

た発生・再生関連遺伝子の発現解析を行うとともに、ヤマトヒメミミズの遺伝子ノックダ

ウン法の開発を引き続き行い、確立した方法を用いて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 

・乾燥応答性シスエレメントの同定によるクリプトビオシス誘導時特異的転写制御系の解明

を行う。 
・ショウジョウバエを用いた乾燥耐性関連遺伝子の導入によるクリプトビオシス機能付加の

検討を行う。 
・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。 
・クリプトビオシスに伴う DNA 損傷の判定とその修復機構の解析を行う。 

 
（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発 

・昆虫の DNA ウイルスに対する生体防御機構を明らかにするために、BmAVP の作用機構

および活性発現機構を明らかにする。 



・BmAVP 過剰発現による耐病性の組換えカイコを作製する。 
・昆虫由来の新規抗トリパノソーマ活性物質を探索する。 
・DNA ウイルスによって発現誘導される遺伝子を同定するとともに、これら遺伝子の発現

誘導機構の解析および、これら遺伝子産物の機能解析を行う。また、DNA の昆虫細胞へ

の感染機構を解明するために、未だほとんど知られていない DNA ウイルスに侵入に関わ

るホスト因子の探索・同定する。 
・改変ペプチドの抗トリパノソーマ及び抗ガン作用メカニズムを解明するとともに、安全性

の検討及び新たな生理活性物質の探索を行う。 
・これまで実用化が困難だった抗微生物ペプチドを、コレラ毒素Ｂサブユニット（CTB）と

融合させて、腸管で選択的に吸収される機能を付加し、安価で人畜に経口投与できる新し

い抗菌剤として開発を試みる。 

 
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 

・減数分裂期特異的発現 Hspa2 遺伝子のプロモーターに会合する、TAF170 タンパク質を中

心としたプロモーター結合分子集合体について解析を行う。また、FKBP6 欠損細胞にお

けるリボソーム構成の変化と FKBP6 の機能の関連を明らかにする。  
・ブタ原始卵胞由来の成熟卵母細胞と屠場由来の成熟卵母細胞の融合卵の体外受精能および

胚発生能を解析する。また、ブタ前精祖細胞に由来する顕微授精卵の雌ブタへの卵管移植

を実施する。 
・栄養膜細胞が産生する PRL 関連タンパク質の遺伝子機能を解析する。また、BMP4 の栄

養膜細胞分化に及ぼす作用、組換え BMP4 がウシ胚の体外発生に及ぼす影響を検討する。

さらに、体外伸長培養胚の遺伝子発現を網羅的に検索し、形態形成や細胞機能分化に関与

する遺伝子群の時間的・空間的な発現プロファイリングを行う。 
・Ppet21 遺伝子ノックアウト (KO) マウスの表現型解析、KO マウス由来胚及び ES 細胞の

正常性、多分化能等を解析する。また、モノクローナル抗体を用いて、Ppet21 の細胞内局

在と共局在する分子を解析する。 
・ES 細胞集団内に見られるエピジェネティックな変動とキメラ形成等の分化能の関係を明

らかにする。 
・ウシ等の ES 細胞の樹立・培養系を改善し、樹立した ES 細胞の性質を検討する。また、

生殖細胞への分化誘導系を検討する。さらに、未分化生殖細胞を出発材料として生殖幹細

胞の樹立を試みる。 

 
（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、スィッチ操作学習時の海馬局所集合電位・陰性波と匂い連合学習の遂行と

の関係を解析する。 
・ウシにおいて、オキシトシン分泌制御機構の解明に資するため、プロラクチン放出ペプチ

ドが脳内オキシトシン分泌におよぼす影響を解析する。また、育種選抜の指標に資するた

め、オキシトシンと管理形質および生産形質との関連を解析する。 
・ウシにおいて、成長ホルモン分泌調節機構を明らかにするため、非侵襲的な方法での生体

の活動リズムの計測及び神経内分泌学的手法による神経・内分泌リズムの計測を行い、両

者の関係を解析する。 
・ヤギにおいて、メタスチンの繁殖機能調節機構を明らかにするため、形態学的および電気

生理学的にメタスチン神経機構に対する卵巣ステロイドホルモンの影響を解析する。 
・GnRH 分泌を促進する雄効果フェロモンの中枢内作用点が、弓状核メタスチンニューロン



群である可能性を実験的に検証する。 

 
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 

・根粒菌感染経路構築と根粒形成における CCaMK 、 CYCLOPS の機能解析、

CASTOR/POLLUX の細胞内局在と相互作用解析、Ljsym102 等感染中・後期を支配する

遺伝子の機能解析を進める。ダイズの根粒菌非親和性遺伝子 Rj4 のマッピング、共生変異

体のスクリーニングを進める。ミヤコグサ変異体の相補実験等によりイネ共生関連遺伝子

の機能解析を続行する。 
・トバモウイルス RNA の複製複合体構成因子 ARLA1 の構造・機能解析、構成因子同定、

RNA サイレンシング因子候補 SGS3 の機能解析を行う。植物の自己防御活性化と過敏感

細胞死の分岐点解析の続行、Tm-1 の作用機作、TSWV の複製機構の解析も行う。 
・いもち病菌Ｇαの感染における機能、感染補助因子のイネ科いもち病菌での普遍性と作用

機構を解析する。キチンオリゴ糖の受容体改変による抵抗性強化の分子機構を細胞死を中

心に解析する。白葉枯病菌病原性に関わるエフェクター遺伝子の機能解析を実施する。タ

バコ立枯病抵抗性誘導物質等プラントアクティベーターの探索、作用機構解析を進める。 

 
（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 

・ツマグロヨコバイの唾液タンパク質の機能解析を進める。また、唾液腺由来のβ-グルコシ

ダーゼの遺伝子をクローニングする。イネのツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子候補の形質転

換体、過剰発現個体を作成して抵抗性発現を調べる。トビイロウンカの唾液腺特異的分泌

タンパク遺伝子の発現や多型の解析をおこなうとともに、イネのトビイロウンカ抵抗性遺

伝子 Bph21 は領域をさらに絞り込む。 
・シロイヌナズナの形質転換体を構築し、クワ由来耐虫性タンパク質の昆虫毒性スペクトル

を調査する。キチナーゼの昆虫への作用を調査する。カイコゲノム情報からケルセチン糖

転移酵素遺伝子の探索を行うとともに、フラボノイドの光酸化ストレスに対する抗酸化機

能を調査する。 
・ナミヒメハナカメムシで核 DNA マーカーを探索し、マーカーとしての利用の可否を検討

する。また、マイクロサテライトマーカーの開発も行ない、遺伝子交流の程度を推定する。

ヨトウガ類由来培養細胞系で、寄生蜂幼虫、毒液等の影響を調べる。また、C-16 ヤママリ

ンの作用も調査する。 
・ポンカン由来物質のゴマダラカミキリ成虫誘引活性の評価を行う。リュウキュウクロコガ

ネでは、触角嗅覚感覚子の匂い応答性を雌雄で比較分析する。 ミヤコケブカアカチャコガ

ネ幼虫の発育特性と成虫の性成熟条件、性誘引フェロモン物質とその機能の解明を進める。

アクトグラフを用いて、バッタの行動及び概日リズムの存在を調査する。 

 
（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（Cry１Ab 毒素）抵抗性に係わる遺伝子を特定する。 
・カイコの Beauveria 菌抵抗性遺伝子の存在する遺伝子領域を特定する。 
・ウイルス感染増進物質フゾリンの作用機構解明を行う。 
・ハスモンヨトウ核多角体病ウイルスの感染増進物質の探索を行う。 
・植物病原ファイトプラズマなどの媒介昆虫での感染・増殖の過程を解明する。 
・ウォルバキア細菌による宿主昆虫のメス化と性決定関連遺伝子との関係を調査する。 
・昆虫ポックスウイルス、昆虫共生細菌のゲノム解読を行う。 
・トビイロウンカの吸汁に係わる遺伝子の解析と機能解明を行う。 



 
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 

・原形質膜におけるオーキシンシグナル伝達機構の研究では、受容体 ABP1 と CBP1 の複合

体形成の果たす役割の解明、及び、CBP1 相互作用因子の特定を進める。 
・SUMO 化シグナルの研究では、PIAS/Siz 型 SUMO リガーゼの SP-RING ドメインの構造

機能解析を進める。また、植物のリン酸吸収機構における SUMO 化翻訳後修飾の役割を

明らかにするために、PHR1 の GARP 及び GARP-CC ドメインについて非修飾、及び、

修飾タンパク質の構造機能解析を行い、SUMO 化の効果を検討する。 
・カイコの形態形成に重要な幼若ホルモンの輸送タンパク質 JHBP の構造機能解析を進め、

ホルモン認識機構を解明する。 
・カイコプロテオーム DB では、ショウジョウバエのゲノム情報に基づいて同定したタンパ

ク質情報を公開している。これをカイコゲノム情報に基づいて再検索し、順次、更新する。 
・質量分析による GMO 高速検出システムの構築では、H19 年度までに構築した方法論を実

際の導入遺伝子に適用して有効性を検証する。 

 
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（GT）頻度を向上させる目的で、(ⅰ)クロマチンリモデリング因

子を誘導的に発現させる実験系の構築、(ⅱ)ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)の標的配

列切断活性を植物細胞を用いて評価する実験系の構築、(ⅲ)イネの RecQ 遺伝子の変異体

における姉妹染色分体交換頻度を解析する。 
・イネ DFR,ASA,OMT,GLK1 遺伝子等を標的とした GT 系の構築を行う。 
・新規物理学的遺伝子導入法における外来遺伝子の存在様式を比較解析する。 
・導入遺伝子のコピー数が少ない系統において、マーカー遺伝子除去の証明を行う。部位特

異的遺伝子導入の効率を向上させる。 
・サイレンシングの標的となる内在性遺伝子における RNA の異常プロセシングとサイレン

シング標的認識機構の関係を明らかにする。イネにおいてサイレンシングを受ける内在性

標的マーカーを同定し解析する。 
・アミロプラストの形状が野生型と大きく異なる種子のデンプン粒の特性について、鎖長分

布や糊化特性を解析する。小胞体内腔シャペロンタンパク質のタンパク質顆粒形成での機

能を明らかにする。 
・葉緑体形質転換においてホモプラズミック化を促進させるためのシステムの開発を試みる。

遺伝子組換え技術を用いた雄性不稔性の利用を進めるため、gai を導入して得られた雄性

不稔系統の稔性回復を試みる。遺伝子組換えナタネの浸透交雑性を評価するため、メタキ

セニアや偽受精の発生の品種間差異や、雑種後代の環境適応度について解析を継続する。 

 
（２）健康機能性作物や有用物質高度生産技術の開発 

・血圧調整機能を有するノボキニン高集積米を、イネ遺伝子由来の mALS を選抜マーカーと

して、低グルテリンのコシヒカリ系統(a123)に遺伝子導入し、高発現系統をスクリーニン

グ、世代を進めてホモ化する。                                 

・ラクトスタチン集積米についても、36 連結直列遺伝子、mALS を選抜マーカーとして、

a123 の低グルテリンコシヒカリ系統に遺伝子導入し、高度にラクトスタチンを集積系統を

スクリーニングし、世代を進めてホモ化する。 



・ダイズ７S グロブリンｃDNA を mALS 選抜マーカーにして、低グルテリンのコシヒカリ

系統に遺伝子導入し、高発現系統を選抜する。 
・CoQ10 強化米の開発では、DdsA と COQ2（DdsA とは異なる CoQ 合成酵素)の共発現、

及び巨大胚系統への遺伝子導入による CoQ10 の高蓄積化を図る。 
・ダニ抗原米では予防効果だけでなく治療効果を観察できるような治療モデルマウスシステ

ムを構築する。また I 型およびⅡ型の両者のダニ抗原を蓄積させたより汎用性の高いダニ

抗原米を作出する。 
・立体構造を改変し安全性を高めた Cry j1、Cryj2 の全領域を含む汎用性のあるスギ花粉症

緩和米を開発する。 
・RNA サイレンシング誘導配列を介した遺伝子発現抑制の有効性（発現レベル、組織）の評

価を行う。 
・米の主要な複数のアレルゲンを RSIS 配列を利用した低減化を可能にするベクターを構築

と、イネへの遺伝子導入を進める。 

 
（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 

・有用物質生産のため、新しいベクター並びに注射方法の改良を行う。特に、遺伝子組換え

カイコの作出効率をさらに向上させることを目的として、ヘルパーの使用条件の検討を行

う。また、ベクターについてはマーカー遺伝子の改良を試みる。 
・遺伝子組換えカイコによる有用物質生産システムの高度化を目的として、カイコにおける

組換えタンパク質大量発現のための各種ベクターの開発や組換えカイコ系統の確立、ホス

トとなる品種の開発を行う。 
・組換えタンパク質の大量生産や高機能繊維の作出等行うため、中部絹糸腺での発現系を利

用した実用化可能な組換えタンパク質の生産、細胞の接着性や染色性に変化を与える配列、

蛍光タンパク質遺伝子を導入したフィブロインなど実用化の可能性の高い遺伝子を導入し

た組換えカイコの作出を行う。 

 
（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 

・ヒト癌遺伝子 MYCN の発現ベクターをブタ胎児由来線維芽細胞へ導入し、それらの細胞

を用いて核移植クローンブタ産子を作出する。 
・ヒトセレノプロテイン遺伝子導入ヤギ後代を育成し、乳汁生産のため雌ヤギは成熟後早期

に交配を行う。引き続き、組換えクローンヤギの正常性を明らかにしていく。さらに、

hLA-SSP1/neo 及び hLA-α4GnT/neo BAC ベクターを導入した組換えヤギを作出する。 
・ニワトリ始原生殖細胞および生殖細胞の培養法についてさらに検討し、個体への発生能を

調べる。培養した始原生殖細胞および生殖細胞への遺伝子導入を試みる。レトロウイルス

ベクターの力価と濃縮率を測定し、ニワトリ胚盤葉細胞や初期胚への感染を実施する。 
・ミクログリア細胞株における P2X7 受容体の役割とその制御機構を解析する。抗 P2X7-scFv 

intrabody を発現するトランスジェニックマウスから免疫系細胞を分離・培養し、scFv 
intrabody による免疫応答阻害効果を検証する。 

・再生医療や動物実験代替法への応用を指向して、コラーゲンビトリゲル薄膜を用いた角膜

の培養モデルを開発する。 

 
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 

・多孔質構造やポア径を変化させたフィブロインスポンジ構造体を作製し、圧縮弾性率等の

力学的物性のデータを取得し、軟骨細胞や繊維芽細胞の培養評価により、多孔質構造やポ



ア径、あるいは力学物性との関連を評価する。 
・H 鎖組換えフィブロインによる力学物性の変化について検討を行う。 
・BmOXT や基質タンパク質の昆虫細胞や組換えカイコによる産生を検討し、フィブロイン

タンパク質へのキシロース転移反応を試みる。 
・セリンの２量体や３量体の構造解析や野蚕セリシンタンパク質の構造解析を行う。 
・セリシンゲルフィルムの薬剤除放性や気体透過性等の機能性を検討する。 
・ジョロウグモ牽引糸タンパク質の繊維化における脱水と２次構造転移・分子配向の解析と

力学物性との関連を検討する。 
・接着面積を制限した肝細胞培養基材の設計と作製を行い、肝細胞培養を実施する。 

 
（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発 

・日本種系を重点的に、高強度遺伝子の集積を想定した交雑育種を進め、強度の高まった中

国種系統の繭糸の性状調査を行う。 
・セリシンホープと広食性多糸量系統との交配後代から、低コスト人工飼料摂食性やセリシ

ン繭の生産性に関する選抜を進める。低コスト人工飼料で生産可能なセリシンホープの育

成を進める。 
・雌ヘテロによる連続戻し交雑を進め、AFLP マーカーを用いた染色体識別および各形質の

特性調査を毎代行い、染色体置換系統の作出を行う。各特性を調査すると共に、連続戻し

交雑と AFLP マーカー選抜により染色体置換系統の作出を行う。 
・高強度繭糸品種の育成を進め、それらを用いて人工血管及び手術用縫合糸を作出し、その

特性を明らかにするとともに、トランスジェニック（TG）カイコの細胞接着性繭糸を用い

て人工血管用基材を作出し、動物への移植試験を行う。 
・蚕各品種から得た繭糸、生糸及びそれによる織物の光沢、色彩特性を明らかにする。 
・蛍光を発する TG カイコ繭に適する製糸条件を検討し、その糸特性・織物特性を明らかに

する。 
・数種の蚕品種繭から真綿を作成し、その性状について検討するとともに、真綿布団を作成

し、その性能評価を行う。 
・これまで開発した形態に特徴あるシルク素材の糸特性・織物特性を検討する。 

 
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効率的な情報発信のために、ホームページの改修を行うとともに、使用目的に合わせたパン

フレットの配布、各種メディアへの積極的な情報発信を行う。 
②19 年度に作成したマニュアルをブラッシュアップするため見直し、またプレスリリースや市

民への説明の際に実際に活用する。 
③一般市民に各種の農業技術や遺伝子組換え農作物が開発された意味を十分に理解してもらう

ため、20 年度も市民参加型展示ほ場を開催し、一般市民に農作業を体験してもらいながら情

報提供を行いながら、十分な議論をすることにより双方向コミュニケーションを図る。また

20 年度は NIAS オープンカレッジを東京で開催し、農業生物資源研究所の先端的な研究活動

について継続的な情報提供を行う。このような活動においてアンケート調査を行い、パブリ

ックアクセプタンスに関する調査を行う。 
④各種研究会の開催、フェアーへの参加を積極的に行う。平成 20 年 10 月 21 日には所の成果

発表会(講演会とポスター発表)を開催する。青少年の科学への関心を高めるための企画には

引続き協力し、特にスーパーサイエンススクールの高校生の実験・講義を含んだ見学に協力

する。 



⑤年間 2,500 人以上の見学者(一般公開を除く)を受入れるとともに、技術相談にも対応する。

メールを使った相談が多いことから、HP の改修に合わせて相談窓口を設ける。全国各地で

行われるアグリビジネスフェアー等に参加し、産学官の連携を深めるとともに、研究のニー

ズの把握に努める。 
⑥研究所公開や一般見学、市民参加型展示ほ場等により農業生物資源研究所に来られる方に対

してアンケート調査を行い、研究に関するニーズ等について情報収集に努める。 

 
（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、知的所有

権情報は随時更新し、 新の情報を提供する。また、重要な成果は、プレスリリース、各種

フェアー等効果的な公表に努める。効率的な成果の伝達のため、ホームページの役割を高め

る。 
③現在 26 の知的基盤データベースを公開データとしてウェブサイト上で発信している。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とともに、設

立した３社のレビューを行い、今後の支援体制の検討を行う。 

 
（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。20 年度においても 20 回以上のプレスリリースを行う。プレスリ

リース以外ではホームページ上でのお知らせ、一般公開の開催、地区開催行事への参加等、

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研究成果の権利化と社会への還元を図るため、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が、費用対効果等も考慮した特許戦略の見

直しを図る。また、取得した特許については許諾状況等を踏まえて権利保持について見直し

を行う。 
②出願した特許等は、展示会等を通じ、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、民間への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、所が有する高い専門知識が必要で、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、海外研究機関等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研究成果・

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・JICA 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。また、IAEA 主催の国際突然変異育種シンポ

ジウムに協力する。 



第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 20 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２０年度 予算 

                           （単位：百万円） 

区  分 金  額 

 

 収 入 

     前年度より繰越 

     運営費交付金 

     施設整備費補助金 

     受託収入 

     諸収入 

     松本地区土地売払収入 

   

     計 

   

 

 

２２７ 

７，２０９ 

２７９ 

３，６９０ 

１４ 

１，０６９ 

 

１２，４８８ 

 

 支 出 

     業務経費 

     施設整備費 

     受託経費 

     松本地区移転経費 

     一般管理費 

     人件費 

 

     計 

 

 

 

２，８４１ 

２７９ 

３，６９０ 

６０６ 

４５４ 

４，１５５ 

 

１２，０２５ 

 

  １．「松本地区土地売払収入」については、資産台帳価格を計上した。 

  ２．「松本地区移転経費」については、平成 20 年度移転経費予定額を計上した。 

  ３．百万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。 



 

２．収支計画 

平成２０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   

前中期目標期間繰越積立金取崩額   

総利益   

 

10,967 

10,929 

4,155 

2,411 

3,470 

422 

471 

38 

0 

 

10,986 

6,976 

14 

3,690 

305 

0 

 

19 

62 

81 

 
１．「前中期目標期間繰越積立金取崩額」は、前中期目標期間において自己財源で取得した 
  固定資産の減価償却費が費用計上されることに伴う前中期目標期間繰越積立金の取り崩 
  し額。 
２．百万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。 



   
３．資金計画  

平成２０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 

 前年度より繰越金 

 

12,488 

9,970 

1,511 

544 

463 

 

12,488 

10,914 

7,209 

3,690 

14 

1,348 

279 

1,069 

0 

0 

227 

 
１．「業務活動による支出」については、「業務経費」、「受託経費」、「一般管理費」及び 
 「人件費」の総額から「投資活動による支出」及び「財務活動による支出」を控除し 

た額と松本地区の移転経費を計上した。 
２．「投資活動による支出」については、有形固定資産の購入費及び松本地区の移転経費 

を計上した。 
３．「投資活動による収入」の「その他の収入」は、松本地区土地売払収入を計上した。 
４．百万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。 



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 
 研究施設改修により、施設の老朽化対策等を行う。 
 また、松本地区（長野県松本市）庁舎等のうち、第３桑園（惣社）の土地を平成２０年度に

売却し、その売却収入により本部の所在地（茨城県つくば市）に受入施設等を整備する。 

 
                                 （単位：百万円） 

施設・設備の内容 金 額 財  源 

生物間相互作用実験棟改修 279 施設整備費補助金 

小  計 279  

カイコ先端技術研究棟及び育種素材

実験棟・原蚕種製造蚕室改修 
蚕種保護庫・人工孵化実験棟改築 

 松本地区土地売却収入 

小  計 588  

合  計 867  

 
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、19 年度に引き

続いて「施設の修繕・改修等整備計画」の中で、省エネルギーにつながる改修計画を作成す

る。また「京都議定書目標達成計画（H17 年 4 月閣議決定」を踏まえ、地球温暖化対策に関

する実行計画を策定する。 
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。 


