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平成２１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行政支出総点検会議における「指摘事項」（平成 20 年 12 月 1 日取りまとめ）を踏まえ、自

律的に支出の無駄削減に取り組む体制として、所内に無駄削減プロジェクトチームを設置する。

プロジェクトチームにおいては、支出の無駄削減に向けて取り組むべき目標の設定、取組状況

の把握・公表その他所内における支出の点検と適正化の推進に努める。 
②20 年度は、被評価者の負担軽減を図るため検討会は一回とし 2 次評価を書類形式に変更した。

1 次検討会に 2 次評価者も出席して、一回の検討会で効率的に評価できるように評価手順を見

直した。21 年度は現行の評価制度の良い点を維持しつつ、マニュアルの見直しを引き続き行い、

評価・点検システムの効率的な活用を図る。また、評価に当たっては、費用対効果の視点や得

られた研究成果から、投入した研究資源の有効性を検証する。 
③20 年度の自己評価・点検結果及び独立行政法人評価委員会評価結果は、21 年度の効率的な

業務運営に反映できるよう活用する。 
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研究職員のインセンティブを高め、研究の一層の活性化に貢献する目的で 20 年度に見直し

た新しい評価制度に基づいて研究職員の業績評価を実施し、コミュニケーションツールとして

有効に活用する。21 年度の評価結果は 22 年度の研究職員の処遇に反映させる。また、一般職

員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、22 年度の導入に向け、引き

続き新たな評価制度の試行を行う。 
⑦独立行政法人整理合理化計画に従い平成 20 年度中に行った「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」での研究課題の重点化に向けた点検結果

を受けて、新規交付金特別研究による研究資源の重点配分を実施する。 
 
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、平成 20 年度に行った研

究課題重点化の点検結果に基づいた研究資金の重点配分を行う。 
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」に基づき、喫緊の必要があれば計
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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。また、平成 20 年度に利用実態

調査を基に作成した有効利用計画に基づいて、施設の集約化、廃止等、有効利用を図る。 
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、平成 20 年 2 月開設の開

放型研究施設（オープンラボ）「マイクロアレイ解析室」と 21 年 2 月開設の「昆虫遺伝子機能

解析関連施設」については、ホームページ、会議・イベントなどを通じ広く広報するなどによ

り、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長野県岡谷市及び山梨県北杜市にそれぞれ所在する２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、20 年度末に廃止し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、移転後の整備を進める。また、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。 
⑤独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月閣議決定）において、平成 23 年 4 月に農業

環境技術研究所、種苗管理センターと統合することとなったことを踏まえ、３法人統合検討打

合せ会議や農業生物資源研究所統合準備検討会において、新法人の組織や運営方法などについ

て具体的な制度設計を進める。 
 
（４）職員の資質の向上 

①人材育成プログラムに基づき、計画的な人材育成を図る。また、「研究開発力強化法」第 24
条に規定された「人材活用等に関する方針」の作成について検討する。 
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。 
⑥人材育成プログラム中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。 
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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、研究支援業務の業務フロ

ーを点検し、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）の 22 年度末つくば地区への移

転に合わせ、庶務室の合理化を引き続き検討する。また、所内ネットワーク、会計システム等

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、遺伝子組換え動植物の育成・管理等、高度な専門技術・知

識を要する分野にさらに重点化を図り、要員配置の適正化を行うとともに、一時的な業務量の

変動にも対応できる体制を整えることによって流動化も進めることによって研究支援業務の充

実・強化を図る。 
④平成 20 年度に行った研究支援業務全体の見直し結果に基づき、費用対効果等を勘案して研

究支援業務の効率化及び要員の合理化に努める。なお、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についてはさらに精査を進め、必要があれば外注化を推進する。 
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、大学、民間企業等と積極

的に共同研究を推進し、産学官の交流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、大学・民間企業等と人材交流を深め情報交換を

行うと共に研究開発の初期の段階から共同研究を行う。 
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独法間の連携協力として、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う専門知識を

融合した総合的な研究に必要に応じて協力する。 
⑤独法間の連携協力として，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茨城県、つくば市，独法研究機関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（カイコゲノム等）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カイコゲノム研究の国際シンポジウムを開催し、アノテーションを迅速に進めるために世界

各国の研究者に「国際コンソーシアム」への参加を呼びかける。 
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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 

・植物・遺伝資源分野では、ゲノムリソース、ゲノム情報、ゲノム解析技術、遺伝資源とその

特性情報を活用して、新たなバイオリソースの開発と高度化の研究を推進し、さらに遺伝資源

を広く提供する体制の確立を目指す。さらにイネゲノム研究の成果を近縁植物に応用し、有用

物質の探索と利用研究を実施するとともに、ダイズゲノム研究にも取り組む。 

・昆虫分野では、カイコに引き続き他の昆虫のゲノム解読を行い、データベースの充実と遺伝

子機能解析を進め、様々な昆虫の持つ特異的機能について、分子・物質レベルで明らかにし、

カイコゲノム情報を活用して、農業分野並びに新たな産業創出への貢献を目指す。 

・動物分野では、ブタゲノムリソースの充実とゲノム情報の利活用を促進するためのデータベ

ース構築、生産関連遺伝子解析を進め、高品質で安全かつ安心な畜産物生産や家畜の新規利用

への貢献を目指す。 

 

（１）多様性研究によるイネ遺伝資源の高度化と利用 

・SNP のデータベースを作成し公開する。コアコレクションの拡大に取り組むとともに、アソ

シエーション解析の実効性の検証を行う。日本型品種の塩基配列解析による SNP 検出を進め

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コア SNP
情報を整理する。 
・QTL 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。特にコシヒカリと IR64、
オワリハタモチおよび LAC23 の CSSL の候補個体を選抜する。変異解析では出穂期解析を継

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

有無を明らかにする。 
・圃場抵抗性に関与する Pi35(t)の機能解析を行う。罹病性品種 Bridze が有する罹病性遺伝子

qBS9 の候補ゲノム領域を絞り込む。また、アジア栽培イネの圃場抵抗性に関与する新規 QTL
の検出に取り組む。 
・第１および第７染色体に見出された地表根 QTL について、その存在を後代集団で確認する。 
・野生イネイントログレッション系統からの穂発芽耐性関連 QTL の検出に取り組む。日本晴

とコシヒカリの穂発芽耐性関連 QTL の詳細マッピングに取り組む。 
・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。登熟過程の穎花や種子について、QTL の遺伝子型の違いによって発現変動する遺伝子を探

索する。 
・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 の候補ゲノム領域の絞り込みを行う。 
・個葉光合成速度、葉面温度、吸水能力に関する QTL を確認し、それらのファインマッピン

グ用集団および NIL の作出を進める。 
・優良品種にいもち病圃場抵抗性関連 QTL を導入した品種開発を継続するとともに、複数の

遺伝子の集積系統を選抜する。 
・飼料イネ系譜上の重要な品種・系統について SNP アレイによる系譜ハプロタイプ解析を行

う。 
・耐冷性関連 QTL, Ctb1+2、qFLT-6 および qCTB-8 をひとめぼれに集積した系統群を作出す
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る。また qCT4 に関する置換マッピングを行う。 
・イネ表現形データベースを公開する。ハプロタイプ選抜のツールとなる Paint Breeder の作

製を進める。 
・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未検定のウイルス実験を完了させ各ウイルスごと

の発現の特徴をデータベースとして纏める。乾燥抵抗性 NIL に関しては、NIL 系統間での遺

伝子発現解析データから、抵抗性に関係して発現している遺伝子の目星を絞り込みをおこなう。 
・オオムギにおけるトランスクリプトームについては端読み配列・完全長 cDNA 配列を公共デ

ータベースに登録し、また生物研内に構築した完全長配列データベースより検索機能等と主に

完全公開する。また、ストレス下で発現する特異的遺伝子については既報との照合の上できる

だけアノテーションを行う。 
・あらたに次世代シーケンサーによる転写物情報を用いてイネのストレス時のトランスクリプ

トーム解析を行う。 
・比較ゲノム・栽培化遺伝子については出穂、草型遺伝子及びその周辺領域の配列を解析し、

イネの栽培化、地域適応化及び種分化に伴って生じた変異を明らかにする。 
・脱粒性のネットワーク解明については新規脱粒性関連変異体のラフマッピングを行うまた矮

性遺伝子 D６の下流にある離層形成遺伝子の in situ や機能解析を行う。すでに作成した Sh4
導入系統の形質調査と分子機能解析を行う。 
・植物ドメインデータベース構築---SALAD 内で定義された保存モチーフごとに ID をふるアル

ゴリズムを開発し、プロモータからシス配効率的に抽出する方法の開発を行う。 
・オオムギ閉花性遺伝子では cly1 同定にむけてアソシエーション解析をおこなう。六条性突然

変異体における発現レベルを解析する。 
・ムギの出穂性への反応の調査を基にして、オオムギ FT-like あるいは CO-like 遺伝子の機能

解析を行う。 
・コムギの WFT 遺伝子について、３つのゲノム由来の遺伝子コピー発現と機能を形質転換体

等を利用して解析する。 
・コムギ種子休眠性遺伝子 Phs1 の候補遺伝子とコムギ毒素低蓄積性に関する候補遺伝子につ

いては、引き続きパーティクルガンを用いた形質転換法により形質転換コムギの作出を行い、

得られた個体について特性検定を実施する。また今年度作出したイネ WRKY45 転写因子遺伝

子を導入した形質転換コムギ系統の遺伝的固定をすすめる。 
・ソルガムの SSR あるいは SNP マーカーの開発をおこなう。①候補領域に含まれる遺伝子を

ゲノム情報より抽出し、アノテーション情報を用いてイントロンを含む遺伝子マーカー行う。

②候補遺伝子領域を含んだ BAC の塩基配列を解読し、確立された DNA 多型マーカーを利用し

て引き続きソルガムの重要病害である紫斑点病抵抗性に関与する遺伝子とバイオマス量を支配

する再生性に関する遺伝子のマッピング・クローニングを行う。 
・紫斑点病抵抗性遺伝子については絞り込んだ 90 kb 内でさらに高精度マッピングを行う。

再生性 QTL については QTL 解析を再度行い、年次間による変動の有無を確認する。②再生性

のメカニズムを明らかにすると同時に安定した表現型調査法を確立するため、圃場より再生茎

をサンプリングし、再生芽の発生部位の観察を行う。③再生性の精密遺伝解析を行うために、

第９染色体の候補 QTL 近傍に複数のマーカーを新規に開発する。また、それらのマーカーを

用いて、F2個体よりその領域が Heterozygousな個体を選抜し那系 MS-3Bに戻し交雑を行う。 
・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。 
・研究支援（マイクロアレイ解析、Tilling 解析）を実施する。 
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・イネ遺伝子発現プロファイルの一環として、植物ホルモン及び環境ストレス条件下の遺伝子

発現プロファイルを行なう。またアレイのデータベース作成・公開を実施する。 
・イネ FOX-hunting 材料については、種子の増殖と転写因子遺伝子の形質転換体作出を継続

して行なう。 
・放射線照射及び化学物質による突然変異体のアレイ技術を利用した評価手法を開発する。 
・情報リソースの整備、農林水産生物ゲノム情報統合データベースの改良を行う。 
 
（３）カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用 

・まだ解析を行っていない組織（蛹期の精巣、卵巣）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 12,000 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テーションの基盤として、塩基配列が解読されたカイコ完全

長 cDNA のゲノム配列へのマッピングを行う。 
・カイコ以外の昆虫類のゲノム情報を収集し、KAIKObase の機能拡張を目指す。 
・BAC 小タイリングパスについて、50％の領域でタイリング BAC の検証とギャップフィル

を進める。 
・所内外のグループと共同で休眠、ウイルス抵抗性、繭色、卵色等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。 
・遺伝子が明らかになった nsd-2 と nsd-1 について、様々なカイコの品種・系統やクワコの地

域種間での塩基配列比較を行う。 
・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やジーントラップ

系統等を約 1,000 系統作出する。これまでに作出された系統について、発現部位やゲノム挿入

位置の解析を進める。 
 
（４）ブタゲノムリソースの開発と利用 

・国際コンソーシアムにおける解読対象個体からのクローン個体由来の組織で構築した完全長

cDNA ライブラリーを用いた EST 解析と、cDNA 全長の解読を行う。国際コンソーシアムにお

けるドラフト解読の高精度化について、追加解読を行う。 
・ブタ実用集団について、今年度構築した SNP タイピングセットなどを用いた品種内 QTL 解

析を行う。 
・パターン認識分子の多型と疾病との関連を明らかにするため、マイコプラズマ肺炎の重篤度

と関連しているとみられる TLR アリル型を持つブタ個体を生産し、細菌感染時の生理学的な

反応の解析を引き続き行う。細胞質内において、ウイルス由来 RNA の認識に関与すると見ら

れる分子等をコードする遺伝子多型について、機能解析を行う。 
・抗原認識に関わる NKT 細胞について、ブタ NK 細胞の回収が可能となったことから、この

細胞集団における NKT 細胞の特徴である T 細胞受容体の発現を確認する。 
・第７染色体上の椎骨数 QTL の責任遺伝子について、遺伝子診断法を確立し、他の形質との

関連性を解析する。第 6 染色体上の肉色 QTL の候補遺伝子について、骨格筋由来培養細胞を

用いて発現量と、ヘムまたはミオグロビン合成量との関係を解析する。第 4 染色体の一日平均

増体量 QTL について、ゲノムドラフト配列を利用してマーカーを高密度に開発し、領域特定

の精密化を図る。 
・F2 家系解析で特定された複数の QTL 領域を対象として選抜した各雄個体について、産子か

らの形質データから後代における形質分離を判定するための解析を行う。 
・生産履歴管理に有用な mtDNA の SNP マーカー開発のため、市販肉サンプルの継続的な収

集・解析を行うとともに、実証を念頭においた他機関との研究協力体制の構築を進める。 
・薬物代謝に関わる CYP1A1/1A2 の構成的発現に性差が認められる梅山豚と認められないラ
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ンドレース種との交配から得られた F1 個体について、肝臓における両遺伝子の発現および血

清中のテストステロン濃度を測定する。また、背脂肪厚に影響を及ぼす因子として糖および脂

質代謝関連酵素、それらの転写因子の遺伝子発現について品種間差や性差を解析する。 
・マイクロアレイ解析で得られた脂肪酸代謝に大きな変化をもたらす遺伝子について Real 
time-PCR 等による検証を行う。 
・ブタとマウス等のモデル動物の間で、相同遺伝子の発現形態が同様かどうかについて、骨形

成・摂食行動に関わると推定されるカルシトニン遺伝子群について解析を進める。 
 
（５）ダイズゲノムリソースの開発と利用 

・塩基配列データベースとの統合に向けて、エンレイ×Peking 高密度連鎖地図上の分子マーカ

ーの座乗位置、主要国産ダイズ品種間多型に関する情報等の収集および整理を行う。 
・エンレイ×Peking、エンレイ×Williams82 の組換え自殖系統およびエンレイ×Peking 染色

体部分置換系統からの有用形質に関する遺伝子単離と育種素材化に向けた材料選定に取り組む 
・ジーンバンクに保存されているダイズ遺伝資源を有用遺伝子の発掘等に利活用するために、

SNP マーカーによる国産在来ダイズの遺伝子型プロファイリングと開花期等の形質評価を行

う。 
・Williams82 のゲノムアセンブルのアップデートに従ってエンレイ BAC クローンによる物理

地図を更新する。またエンレイ×Peking の連鎖地図をデータベースに取り込む。 
・次世代シークエンサーを用いて DNA マーカーを抽出するシステムを構築すると共に、エン

レイだけでなく他の重要な品種の塩基配列解読を開始する。 
・国産ダイズ品種の解析に利用可能な SNP 情報を収集する 
・後代検定、機能欠失変異体により、開花期関連遺伝子 E1 を特定する。またプライマーウオ

ーキングによる４つの開花期関連遺伝子座の対立遺伝子解析と遺伝子座間の相互作用解析を行

う 
・E3、GmFT 遺伝子群、伸育性にかかわる Dt1 等の領域と同祖領域の塩基配列、ミヤコグサ

の相同領域の塩基配列に基づきシンテニー解析、分岐時期の推定を行う。 
 
（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 

・新型シーケンサーのデータから遺伝子構造を再構成し、発現情報を解析する方法を確立する。 
・汎用アノテーションシステムを統合し、一般ユーザーの使いやすい GUI のプロトタイプを作

成する。 
・遺伝子進化の情報をアノテーションデータに取り込み、系統特異的な遺伝子進化などを明ら

かにする。 
・イネ属の多様性を明らかにするため、ジャポニカとインディカ、さらには野生種の解析から、

種を特徴づける変化を明らかにする。 
・配列解析から明らかになっているレトロコピーに関して、実験的に検証するとともに単子葉

植物に保存されているものを特定する。 
・特定の核内受容体に関してホモロジーモデリングを行い、バーチャルスクリーニングによる

リガンド推定の有効性を明らかにする。 
・アノテーションデータベースでは、イネゲノムアノテーションの更新に加え、種間で比較で

きるビューワーを開発する。 
 
（７）遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布 

・植物遺伝資源分野ではサブバンクやキュレーターとの協議に基づき、引き続き国内及び海外

における現地調査、探索収集を実施する。海外調査ではアジアを中心に、昨年より継続する複

数年の 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。ネパールなどアジア諸
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国とのとの遺伝資源共同研究に関する MOU の締結に向け協議を継続する。また、収集したイ

ネ、果樹類、イモ類、イチゴ等の隔離無毒化を進めるとともに、アズキ類の多様性解析および

連鎖地図作成のための DNA マーカー開発を進める。微生物遺伝資源分野では引き続き植物病

原微生物を中心に、収集、導入を図る。動物遺伝資源分野では、家畜遺伝資源の評価及び家畜

の成長関連遺伝子の多様性解析を継続して行う。 
・植物遺伝資源分野では、サブバンクと協力して 1 次～3 次特性など計約 13 万点の特性評価計

画を立て実施する。また、サブバンクや委託研究機関と協力して「新規特性の評価と評価法の

開発」を継続実施し，必要に応じ新規課題を公募する。QTL センターと協力して遺伝資源のゲ

ノムレベルでの特性情報にむけ，イネ SNP に基づくプロファイリング化のために必要な SNP
アレィセットを検討する．微生物遺伝資源分野では、前年度に引き続き、フザリウム属菌等に

ついて、分子情報に基づいた再分類・再同定を行い、奨励菌株セットの選定を進めるとともに、

他の保存菌株についても学名表記を 新の分類体系にしたがって更新する作業を公募外部委託

を含め継続する。動物遺伝資源では、家畜のアクティブ化を促進するため、個体レベルで配布

制限について精査する。 
・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」の継続し，必要に応じ新規

課題を公募する。また、「コアコレクションの作成」ではソルガム等を継続実施するとともに、

ダイズゲノム研究チームとの協力によるダイズのコアコレクションなど研究用遺伝資源セット

の作成に着手する。 
・サブバンクの協力の下、ジーンバンク事業の保存並びに品質管理に関する進行を管理し、植

物 3000 点、微生物 600 点、動物 13 点の新たな保存点数の増加を目標とする。植物は種子再増

殖を約 4,800 点、隔離無毒化を継続して実施するとともに、圃場保存が困難になりつつある栄

養系作物の超低温保存法の開発を引き続き推進する。微生物遺伝資源では，卵菌類の長期保存

法として，凍結処理しない方法の適用を検討する。動物遺伝資源では家禽の液体窒素を用いた

保存法の開発を進める。新規に考案した産卵台紙の製造を民間会社にライセンスし、製造・普

及を目指す。これまでのところ、製造工程において発火事故等を誘発する可能性がある等、未

処理の問題が確認されている。このような問題の解決策を検討し、年度中に生産・販売を開始

する。 
・適正な遺伝資源管理を効果的に進めるため、植物、微生物遺伝資源の在庫管理プログラムを

作成・改修する。また、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、植物お

よび動物遺伝資源の Web 検索システムを刷新し、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 

・蛋白質組成に関するコシヒカリの NILs について、蛋白質顆粒の存在とアミノ酸組成の変異

を明らかにする。コシヒカリのアミロース含有量に関するライブラリの育成を推進する。日本

晴について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や新たに照射を行った突然変異材料につい

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、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する成分変異体の選抜と育種素材化を進

める。有望系統について品種登録に向けた特性調査を行いながら、有望系統の苗を増殖する。 
・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系統

の特性を調査する。ゴールド二十世紀等の木本性作物の変異体で、不定芽誘導などで得られた

植物体が L1、L2、L3 のいずれの由来であるかの判別を試み、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。とげなしカラタチの品種登録に向け、原系統の普通系カ

ラタチを台木として、かんきつ類を接いだ場合の生育を調査するとともに開花時に花粉の発芽

率及び結実率を調査する。 
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・畑作物の突然変異リソースの作出に関しては、ソルガム品種 SIL-5 と Italian において、γ

フィールドで生育期間緩照射を行った M3 や急照射 M2 の大規模集団を栽培し、バイオマスに

関連する突然変異体をスクリーニングする。また、20 年度に得られた変異体について、変異の

確認、増殖および交配による遺伝解析を行う。また、ダイズ突然変異リソースを作出する。 
 
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 

・植物分野では、植物が生命を維持・生長する仕組み、環境変化や病原体による感染に応答す

る仕組みを解明し、植物の持つ多様な潜在能力を引き出して、有効に利用できるための研究を

進める。さらに農作物の生産性を向上させる基礎技術の開発に取り組み、革新的農業技術開発

への貢献を目指す。 

・昆虫分野では、様々な昆虫の持つ特異的機能について、分子・物質レベルで明らかにし、農

業分野並びに新たな産業創出への貢献を目指す。そのため、昆虫のゲノム情報や生体情報を利

用して種々の特異的機能を解明することにより、制御剤の開発や特異機能の利用技術の開発に

取り組む。また、昆虫と他種生物との相互作用を解明して昆虫制御や植物保護のための基盤技

術の開発を進める。 

・動物分野では、家畜のゲノム情報と生体情報を用いて、生殖細胞の成熟や減数分裂の制御機

構、幹細胞の分化制御機構、並びに着床胎盤機構を解明し、生殖制御技術の高度化に取り組む。

また、繁殖やストレス反応軽減等に係る脳機能を解明し、家畜の快適性に配慮した本能行動制

御に取り組む。これらにより、新たな家畜繁殖及び家畜生産・管理技術の開発を進め、畜産業

の更なる発展への貢献を目指す。 

 

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 

・植物組織の凍結挙動や凍結傷害の観察を継続し、これに関わる要因について解析を進める。

シュロ葉由来の抗氷核活性画分から同定した物質群の抗氷核活性、過冷却安定化能および組織

における存在部位について解析する。ブルーベリー枝の氷核活性の性質や発現等について更に

生理学的解析を進める。 
・絞り込みを行った FOX イネ系統群について、塩ストレス下での初期及び長期生育試験の再

現性の確認を行い、詳細な解析を進める。 
・深根性関連遺伝子座 Dro1 遺伝子を同定する。Dro１の生理的機能の解明に向けて、屈性反応

やホルモン処理による影響を調べる。重力屈性試験など別の方法を用いて、新規の深根性関連

QTL を見出すように試みる。 
・Sdr1 相補試験系統の発芽試験を行う。Sdr4 の胚の発達過程に与える影響を解析するほか、

Sdr4 の発現を制御する因子を解析する。あらたに遺伝学的な相互作用の解析を開始する。Sdr7
の候補領域を絞り込み、候補領域内の遺伝子の発現解析を行う。 
 
（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発 

・葉緑体局在性の PEPC（Osppc4）の発現抑制で引き起こされる代謝変動の様相を詳細に検討

することにより、一次代謝における Osppc4 の機能を明らかにする。 
・イネの光合成機能特性を規定する葉構造特性等を明らかにするために、イネ染色体置換系統

やイネコアコレクションを用いて、葉の構造学的解析と光合成ガス交換特性等の生理学的解析

を並行して進める。 
・千粒重決定に関与する TGW6 遺伝子の機能を解析するために、日本晴準同質系統や組換え体

を用いて、tgw6 変異により発現が変化する遺伝子を網羅的に解析する。また、粒長を伸ばす 2
個の QTLs(GL5a、 GL5b)の染色体領域の矮小化を進める。 
・phyB サプレッサーの原因遺伝子のポジショナルクローニングを進める。 
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・葉緑体分化の鍵因子と考えられる GLK1 の標的遺伝子を探索するとともに、タンパク質レベ

ルでの GLK1 の活性制御メカニズムを解析する。 
・機能ドメインやプロモーター領域を改変したフィトクロム遺伝子をフィトクロム突然変異体

で発現させて光応答反応を解析することにより、フィトクロムの機能を分子レベルで説明する。 
・フィトクロム完全欠失変異体で発現が上昇している Aco1 遺伝子が、 野性型イネの節間伸長

にどのように関わっているかを明らかにする。 
・osgi 変異を用いて、引き続きイネ概日時計の解析を行う。また、Ehd1 および Lhd4 遺伝子

の発現制御に OsGI がどのように関与するかを明らかにする。 
 
（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発 

・ほ場抵抗性遺伝子として単離された Pb1 に関し、ゲノム二量化による成立の起源を検証する

とともに、抵抗性の特性解明のため WRKY45 へのシグナル伝達の検証を中心に Pb1 下流のシ

グナル伝達を解析する。 
・ミュータント・パネルから同定した病害応答シグナル伝達変異体の原因遺伝子の単離を進め

るとともに、活性酸素が関わる防御応答シグナル伝達に関し、負の制御に関わるリン酸化カス

ケードの構成因子をさらに解析するとともに MAPK カスケード下流の転写制御カスケードを

解析する。 
・FOX 系統シロイヌナズナを用いて選抜したイネに複合抵抗性を与えるシグナル伝達因子

OsPSR5 を病害応答シグナル伝達経路上に位置づけ、病害抵抗性遺伝子としての機能を解析す

るとともに、病原糸状菌に抵抗性を示す他の候補遺伝子の解析を続ける。 
・イネいもち病劣勢抵抗性遺伝子の評価および遺伝子単離に向けた解析を継続するとともに、

Nerica 品種から新たな抵抗性遺伝子を探索する。 
・誘導抵抗性に関わる転写因子 WRKY45 のリン酸化およびユビキチン／プロテアソームによ

る活性発現制御、サイトカイニンおよび ABA による活性発現の修飾についてさらに解析を深

める。また、WRKY45 による病害抵抗性機構の解明のため、顕微鏡観察に基づいた病理学的

解析やメタボローム解析、WRKY45 下流の転写因子および抵抗性反応実行遺伝子候補の機能

解析を行う。WRKY45 の実用利用に向けて WRKY45 発現 適化のために作製した形質転換体

イネを評価し、結果に基づいてさらに改良を加える。 
 
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 

・未同定のカイコ後期 JH 合成酵素遺伝子・エクジソン合成酵素遺伝子の同定・解析を続ける。

半翅目昆虫の JH 合成酵素遺伝子についても探索を進める。また、JH 応答配列と相互作用す

る因子、特に JH 受容体候補 Met との関係を明らかにする。JH 分解酵素類縁遺伝子の酵素特

性解明および JH 結合タンパク質のリガンド結合様式の解析を行う。カイコ等で脱皮ホルモン

分解酵素を発現させ、休眠誘導できるかどうか調べる。カイコのシトクローム P450 遺伝子の

発現プロファイルを明らかにし、機能推定を進める。 
・ドーパミン受容体を介する細胞内情報伝達の解析や薬剤処理による摂食行動の解析を行い、

制御剤の標的としての評価やスクリーニング系を検討する。小腮で発現する主要遺伝子 (OBP、
GRP) の局在部位、GRP 遺伝子のストレス応答性を調べるとともに、オレキシン受容体のリガ

ンドを探索する。カイコ神経ペプチドとその受容体遺伝子の組織・発育時期別の詳細な発現解

析を行うとともにカイコ以外の昆虫の神経ペプチド・受容体遺伝子を網羅的に同定する。縮み

蚕(cot)突然変異領域のしぼり込みを進め、発現解析等により原因遺伝子候補の絞り込みを行う。 
・カブラハバチの RNAi 法を確立し、卵減数分裂制御に関わるシグナル伝達経路や発生初期の

形態形成に関わる Distal-less 遺伝子の機能を解析する。また、これまでに単離したヤマトヒメ

ミミズの発生・再生関連遺伝子の発現解析および遺伝子ノックダウン法の開発を引き続き行い、
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遺伝子機能を解析する。グルタミン合成酵素遺伝子については、特異的阻害剤等を用いた機能

解析を行う。 
 
（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を進め、クリプトビオシス誘導時特異的転写制御系の解明

を続ける。 
・ネムリユスリカの乾燥耐性関連遺伝子を導入したショウジョウバエ系統を構築したので、そ

れらの交配の組み合わせを変えてストレス耐性の付加の有無を検討する。 
・トランスジェニックネムリユスリカ作製法の開発を進める。 
・カスタムネムリユスリカマイクロアレイの作製と、マイクロアレイ解析による乾燥および放

射線ストレスに関わる遺伝子の同定を行なう。 
・クリプトビオシスの進化を明らかにするためにネムリユスリカのアフリカ地域個体群と乾燥

耐性を持たない日本産ユスリカ種の mtDNA の比較解析を行なう。 
 
（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発 

・BmAVP の作用機構、翻訳後修飾機構を解明すると共に、引き続き BmAVP 過剰発現カイコ

の作出を継続し耐病性因子としての応用への検討を行う。 
・画期的なトリパノソーマ感染症に対する新規薬剤開発のための基盤を築くために、タイワン

カブトムシの体液中の存在する抗トリパノソーマ活性物質を単離し、構造を決定する。また、

カイコ等の他の昆虫からスクリーニングを行い、新たな抗トリパノソーマ活性物質を探索し、

構造決定を行う。 
・DNA ウイルスによって発現誘導される遺伝子の誘導機構の解析及びこれらの遺伝子産物の

機能解析を行う。 
・昆虫ディフェンシン由来改変ペプチドとそれを基に新たに細胞膜通過機能を付与したペプチ

ドを種々のドラッグデリバリーシステムと組み合わせ安全性の高い効果的な抗ガン剤開発のた

めの基礎調査を行う。 
・CTB-cecP4 の哺乳類細胞に対する作用を調べる。また、人工抗微生物活性ペプチド

NP1P-NP4P の作用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 

・減数分裂期特異的発現を調節する因子群の解析を継続する。また、遺伝的変異により精子形

成異常を示す突然変異マウスの遺伝解析を行う。 
・リボソームの細胞内移動と翻訳調節との関連を検討し、精子形成における翻訳調節機構の一

環を明らかにする。 
・融合卵の発生能の改善するため、屠場卵から作製した細胞質小片の適正な融合数を明らかに

する。また、融合卵作製の効率化を目指す。 
・ブタ前精祖細胞に由来する顕微授精卵を引続き雌ブタへの卵管移植を実施し、胎仔発生の有

無を観察する。 
・胎盤性 PRL ファミリータンパク質の胎盤機能発現に及ぼす役割に注目し、PRL 様作用以外

の生物活性の検討を行う。 
・伸長胚の遺伝子発現プロファイルを網羅的に検索して、体外伸長胚と生体内発育胚の差異を

明らかにする。 
・骨形成タンパク質（BMP）の卵子成熟や胚発生、栄養膜細胞分化に及ぼす影響を明らかにし、

BMP を活用した効率的な卵子/胚培養技術について検討する。 
・Ppet21 遺伝子の機能を明らかにするため、ノックアウトマウスの組織学的解析を行う。また、



 12

KO マウス胚由来の ES 細胞の多分化能等を解析する。 
・ES細胞集団内の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。

また、細胞の位置情報による遺伝子発現やエピジェネティクス、細胞増殖の差異を明らかにす

る。 
・ウシ等の ES 細胞の樹立・培養系を改善すると共に、家畜 iPS 細胞樹立の基礎検討を行う。

また、ウシ生殖幹細胞の培養系を確立する。 
 
（２）家畜における本能行動の制御要因の解明 

・ブタのストレス反応を明らかにするため、拘束ストレスによるコルチゾール分泌反応に対す

る内因性カンナビノイドの影響の解析、ブタ脳内におけるカンナビノイド受容体の分布等を解

析する。 
・ウシのストレス反応を明らかにするため、オキシトシンと社会的親和性との関連の解析、オ

キシトシンおよびオキシトシン受容体の遺伝子多型と行動形質との関連の解析を行う。 
・ウシの成長ホルモン分泌リズムに対する光周期の影響を明らかにするため、光周期の変化が、

成長ホルモン分泌リズム、活動リズム、セロトニンやドーパミンなどの分泌動態におよぼす影

響を解析する。 
・家畜の繁殖調節中枢の機能を明らかにするため、ヤギを実験動物とし、プロジェステロン、

性周期、および各種脳内生理活性物質が弓状核キスペプチンニューロンの神経活動におよぼす

影響を解析する。また、キスペプチンアッセイ系を開発し、生理機能の変化に伴うキスペプチ

ンの変動を解析する。 
・フェロモンを用いた新たな家畜の繁殖管理を目標とし、ヤギ雄効果フェロモン分子の同定を

目指す。 
 
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 

・ミヤコグサでは引き続き根粒・菌根共生制御系分岐点 CCaMK・CYCLOPS の相互作用因子

の選抜、共生菌感染成立に至る制御機構、CCaMK の機能、CASTOR/POLLUX の根での局在、

機能発現実体の解析を行う。共生後期過程変異の原因遺伝子のうち既同定の Ljsym89 等は相互

作用因子等の探索等を進め、新規の変異体からの原因遺伝子の絞り込みと単離作業を継続する。

ダイズの根粒菌非親和性遺伝子 Rj4 候補遺伝子同定、共生変異体のスクリーニングを進める。

イネの菌根共生特異的遺伝子群の単離を試みる。 
・トマトモザイクウイルス (ToMV) RNA の複製複合体形成機構を調べ複製関連因子に結合す

るペプチドを探索する。ARLA1、TOM1、ToMV130K 複製酵素機能領域、Tm-1、SGS3 の性

質や相互作用機構を解明する。過敏感反応で自己防御と細胞死に至るシグナル伝達経路、

MAPK カスケード活性化等各イベント間の情報伝達因子の同定、MAPK を介したジャスモン

酸合成誘導機構の解析を実施する。トマト黄化えそウイルスの転写に必須な宿主因子精製、

cDNA からの感染系の確立を目指す。 
・いもち病菌の細胞壁再構築、Ｇタンパク質シグナルの機能、いもち病菌感染補助因子が誘導

するイネ、いもち病菌遺伝子の探索と機能解析を行う。キメラ型エリシター受容体下流シグナ

ルと細胞死の制御機構を解析する。いもち病菌、白葉枯病菌感染初期のイネ遺伝子発現解析を

行う。白葉枯病菌エフェクターの植物細胞内局在とイネでの機能を解析する。青枯病、タバコ

立枯病抵抗性誘導物質の精製、構造解析を続ける。 
 
（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カルシウム結合タンパク質の師管閉塞効果を検討する。唾液腺β-グル

コシダーゼの基質の検討を行う。イネのツマグロヨコバイ抵抗性の候補遺伝子γは過剰発現形
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質転換個体を作出して相補性を検定し、トビイロウンカ抵抗性遺伝子 Bph21 は候補領域をさ

らに限定する。 
・クワ耐虫性タンパク質 MLX56 の高発現体植物をシロイヌナズナで作出し、その有効性を調

べる。オオバイヌビワの乳液中の耐虫成分の同定・構造決定を行う。カイコの Q5UGT 等酵素

の遺伝子機能解析進め、カイコとエリサンのクワの糖類似アルカロイドの代謝特性の違いを調

べる。 
・ナミヒメハナカメムシで引き続き多型的 DNA 断片の探索と構造の解析を進める。ヒメハナ

カメムシ類数種について DNA マーカーを用いた遺伝的変異の解析を行い、地理的変異と導入

天敵による攪乱効果を調べる。寄生に関与するポリドナウイルスや毒液に感受性の高いアワヨ

トウ由来細胞を得る。 
・配偶者探索について，ゴマダラカミキリのヤナギ個体群と温州ミカン個体群の比較行動学実

験を行う。ケブカアカチャコガネは性フェロモン剤の実用化に向け，行動反応や行動に影響を

およぼす要因などを調査する。定位行動の神経メカニズム解明のため，リュウキュウクロコガ

ネで脳からの下降性神経の記録法を構築する。トノサマバッタの集団形成や行動に対する日齢、

餌の有無、光の強さ等による影響を解析する。 
 
（３）昆虫・微生物間相互作用の解明と利用技術の開発 

・候補の遺伝子がカイコの Bt 菌（Cry１Ab 毒素）抵抗性に係わることを証明し、カイコの

Beauveria 菌抵抗性遺伝子に関しては、その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とハスモンヨトウの摂食抑制を引き起こす薬

剤の探索・効果確認を行う。 
・ファイトプラズマ感染に伴いヨコバイで特異的に発現する遺伝子の特徴ならびにジシストロ

ウイルスのタンパク質の特徴を明らかにする。 
・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ならびにカルディニ

ウム細菌の宿主への影響を調査する。 
・ツマグロヨコバイ、ワタアブラムシの EST 解析を行い、微生物ゲノムの解析を行う。 
・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 

・JH による昆虫生活環の制御機構の解明を目指して、JHBP, JH 合成・分解酵素、JH 受容体

候補タンパク質の構造機能解析を進める。 
・SUMO 化反応機構の解明を目指して、イネ由来 SUMO 化関連酵素 E1, E2, E3, SUMO の構

造機能解析を進める。 
・植物バイオマス有効利用のための分子基盤構築に向けて、アミノ酸や糖質などの生合成・分

解にかかわる鍵酵素の構造機能解析を進める。 
・カイコのタンパク質制御系への情報伝達にかかわる因子を特定するため、翻訳後修飾により

短時間で変動するタンパク質の同定を器官特異的に進める。 
 
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 

・植物分野では、安心感を与える組換え作物を作出するための精度の高い遺伝子操作技術の開

発を進める。また、新規の機能を付与した遺伝子組換え米の開発、その実用化、さらには付加

価値の高い成分を種子中で高度に生産できるシステムの開発を通して、バイオテクノロジーを

利用した新しい生物産業の構築を目指す。 

・昆虫分野では、カイコにおける遺伝子組換え効率の向上を通じて、昆虫での有用物質の大量

生産と高機能性繊維の開発を目指す。また、絹タンパク及び絹糸の改変や加工による新しい機
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能の付加を図り、医療素材や絹本来の特性を活かした生活衣料素材への開発を目指す。 

・動物分野では、有用物質の生産や医療研究用モデルとなる遺伝子組換え動物、モデル細胞株・

培養系の作出を通して、新たな生物産業への貢献を目指す。 

 

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 

・ZFN・Rad54・細胞周期制御をイネモデルジーンターゲッティング（GT）実験系に適用し、

その効果を評価する。新規のネガティブ選抜マーカーを GT 実験により評価する。OASA 遺伝

子、DFR 遺伝子を標的とした GT 実験を行い、得られた GT 個体の解析を行う。 
・イネ RecQ ヘリカーゼ遺伝子破壊系統の形質転換を行い、その効率を日本晴と比較検討する。 
・マーカーフリー個体を数多く獲得し、サザン解析で、マーカー除去の直接的な確認をする。 
・ソルガム属植物において、高効率再分化に繋がる材料と培養法を検討する。モデル植物で得

られた、種子への遺伝子導入に関する知見を、ソルガムに活用する。 
・ヘテロクロマチンサイレンシングにおける二本鎖 RNA 代謝経路の特異性を解析する。組換

え体におけるサイレンシングを回避するシステムの有効性を検証する。“内在性サイレンシング

標的遺伝子”をマーカーとして、イネ変異系統群からサイレンシング因子変異体選抜を試みる。 
・ササニシキ/ハバタキ戻し交雑系統のモデル環境下における第二葉と根の生長パラメータを抽

出・評価する。 
・製パン性に優れた変異体 esp2 の種子を増殖し、製パン性の評価を継続する。イネのアミロ

プラストと葉緑体の分裂機構を比較解析し、アミロプラスト分裂の制御技術の確立を目指す。 
・葉緑体形質転換イネにおいてホモプラズミック化を検討する。イネ及びキュウリの雄性不稔

性の安定性を評価する。B.juncea×B.napus の雑種後代における環境適応度を検討する。除草

剤耐性ナタネを用い、花粉飛散について検討する。 
・脱ハロゲン化酵素遺伝子をキュウリに導入し評価する。またカボチャの形質転換効率の向上

を検討する。 
 
（２）健康機能性作物や有用物質高度生産技術の開発 

・血圧降下機能を有するノボキニンを高蓄積させたコシヒカリ系統の選抜とホモ化を進める。 
・米アレルゲン低減化系統のホモ化とアレルゲン低減化の強化を進める（新規アレルゲンの低

減化や主要アレルゲンの高度低減化）。 
・新規花粉症緩和米の種子大量増殖と動物への経口投与による有効性評価を進める。 
・ダイズ 7S グロブリンαサブユニットが高蓄積した組換え系統の選抜とホモ化を進める。 
・種子貯蔵タンパク質遺伝子発現制御に関わる RISBZ1 や RPBF を RSIS で発現抑制した系統

（H20 年度に形質転換開始）を選抜し、転写因子等の発現抑制にも有効かどうかを調査する。 
・KD-RISBZ1 における遊離リジン含量の定量や、OsLKR/SDH の発現解析などから、RISBZ1
とリジン含量の関係を調査する。 
・窒素施肥による貯蔵タンパク質の変動および発現が誘導/上昇する遺伝子をマイクロアレイに

より同定し、植物工場における水耕栽培に適した遺伝子プロモーターを同定する。 
･経口免疫寛容の 小有効量を大幅に低下させる CTB を研究対象として、レセプター欠損マウ

スを用いた新しい CTB の機能評価システムを構築し、CTB の機能解明に活用する。 
・RSIS 配列を介したサイレンシング誘導に関与する遺伝子の検索と従来のサイレンシング手

法との比較を行う。 
・新規サイトカイニン遺伝子のイネへの遺伝子導入し、高発現系統の選抜を行う。効率的に抽

出できる細胞内局在部位への蓄積手法を開発する。 
・小胞体ストレス応答機構を解析として、主要シャペロン遺伝子（BiP 等）の抑制させた際観

察されるストレス応答について解析を進める。 
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（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引き続いて行う。特に、各種

の突然変異の原因遺伝子を新たなマーカー遺伝子として利用できるどうかを検討する。 
・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

る系統の開発を引き続き行う。さらに、組換えカイコの大量生産に適した系統の作出を試みる。 
・組換えタンパク質や高機能繊維等の有用物質を生産するため、糖鎖関連のタンパク質の生産

を試みるとともに新たな蛍光タンパク質や色素タンパク質のフィブロイン遺伝子への導入を行

う。また、新しい高機能繊維作出のための素材として、エリサン・クリキュラなどの野蚕とト

ビケラ等の水生昆虫のフィブロイン遺伝子の構造の解析並びにこれらの遺伝子を導入した組換

えカイコの作出等の研究を行う。 
 
 
（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 

・低密度リポタンパク質受容体（LDLR）遺伝子ノックアウト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遺伝子改変クローンブタ産子を作出する。 
・泌乳期間を通して、定期的に乳汁を採取して hSPP1 産生を ELISA 法により検討する。組換

えヤギの健康状態を観察し、正常性を明らかにする。hLA-SSP1/neo 及び hLA-α4GnT/neo 
BAC ベクター導入したヤギ胎子線維芽細胞を分離し、PCR により導入遺伝子を確認した後、

これをドナー細胞として核移植を行い、組換えヤギの作出を目指す。 
・ニワトリ始原生殖細胞および生殖細胞のインビトロでの培養条件の検討を進める。特に、始

原生殖細胞の未分化性を維持できる培養条件の検討を行う。 
・ミクログリア細胞株を用いて、LPS と ATP 刺激により誘導される IL-1β 産生を指標に、

anti-P2X7 scFv イントラボディによる P2X7 受容体機能阻害について検証するとともに、新規

IL-1�プロセシング産物の生理学的、病態生理学的役割を調べる。 
コラーゲンビトリゲル薄膜と角膜上皮細胞株を用いて、化学物質の眼刺激性予測への応用を指

向した角膜上皮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 

・多孔質径や力学物性を変化したスポンジ構造体を用いて軟骨細胞あるいは繊維芽細胞を培養

し、増殖挙動や遺伝子発現についての変化を検討する。 
・スポンジ構造体の吸水性の向上のために、吸水性評価システムを構築と水溶性高分子等の複

合化を検討する。 
・細繊度実用蚕品種である中 515 などを用いてオニグモ縦糸タンパク質をフィブロイン H 鎖融

合タンパク質として発現する遺伝子組換えカイコを作出し、力学物性の測定を行う。 
・分子サイズの異なるモデル薬剤を担持したセリシンゲルフィルムを作製し、その徐放特性を

解析する。 
・エリ蚕の 270 kDa セリシンのアミノ酸配列から、縮重プライマーを設計し、全配列を決定す

る。 
・ホーネットシルクフィルムの機械的物性の高性能化を図るために、タンパク質分子鎖の配向

を制御してフィルム物性の向上する手法の開発を行う。 
・キイロ、コガタ、オオスズメバチの３種についてホーネットシルクをコードする遺伝子の全

塩基配列を決定する。 
・カイコ培養細胞（BmN）における BmPheRS および GFP 遺伝子の発現を 適化するために
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トランスフェクション条件を検討し、単離・精製した GFP 中への非天然アミノ酸の取り込み

を解析する。 
・ジョロウグモ牽引糸タンパク質（270KDa）のアミノ酸配列の中から特に疎水性の高い領域

について、その構造特性の解析を行う。 
・ジョロウグモ横糸の高次構造や分子配向および力学的性質の解析を行う。 
・Lac-CY-SF スポンジ基材で、スポンジ内で培養した肝細胞の機能性について評価する。 
・昆虫細胞に発現させたレセプター分子の機能の確認とレセプター分子の抽出・精製と FET
デバイスに組み込みを行い、フェロモン応答を確認する。 
 
（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発 

・日本種および中国種系共に複数蛾区間における生糸強度選抜を行い、高強度品種開発を進め

る。 
・セリシンホープと広食性多糸量系統との交配後代から、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。 
・日本種系と中国種系との交雑試験を行い、交雑種での利用を検討する。  
・TG 系統との交配を行い、セリシン繭への発現を試み、その有用性を検証する。 
・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により染色体が１

本置き換わった系統の作出を進める。 
・各染色体の SNP マーカーを用い、上記系統の sib 後代から染色体が２本置き換わった安定し

た置換系統の作出を進める。 
・各形質の特性調査を行う事により、それらに関連する連関群を推定する。 
・繭糸繊度と光沢値等の関係を調査する。 
・繭糸や生糸の断面形状を調査し、光沢・色彩特性の品種間差異について考察する 
・高強度繭糸により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。 
・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、小動物による移植試験を行

う。  
・蛍光を発する TG カイコ繭に適する煮繭・繰糸条件、及びその糸特性・織物特性を明らかに

する。 
・極細繊度繭から極太繊度繭を用いて繰糸した生糸による織物の風合い特性を評価する。 
・多量の繭から湿式繰糸した繭糸束を用い、精練・開繊して中わたを作製し、わたとしての特

性評価を行うとともに、製品開発を行う。 
 
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利用者が利用しやすいホームページにするため点検を行うとともに、パンフレットの改訂、

各種メディアへの積極的な情報発信、青少年の理科教育醸成への貢献を行う。 
②科学者とメディアとのコミュニケーションマニュアルの見直しを行いつつ、見学者対応用の

スキルアップ・マニュアルを作成する。 
③一般市民に対して遺伝子組換え作物の栽培計画の説明や栽培開始、収穫時の見学会を開催し

理解促進に努める。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、21 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、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 21
年度も 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、積極的にアンケート調査を行い、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各種研究会の開催、フェアーへの参加を積極的に行う。青少年の科学への関心を高めるため



 17

の企画、サイエンスキャンプ、ちびっ子博士には引続き協力する。またスーパーサイエンスハ

イスクールの見学対応を行う。また、一般市民向け等のコミュニケ－ション会議や講演会に講

師や資料の提供等で協力し、消費者の理解促進に取り組む。 
⑤当所の一般見学者受け入れの拠点を大わしの展示室にするため、展示室の整備を行う。また、

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、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、ジーンバンクなどのホームページ、知的所

有権情報等は随時更新し、 新の情報を提供する。また、重要な成果は、効果的にプレスリリ

ースし、また、各種フェアー等で公表に努める。より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 28 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り、支援認定中

の２社についてレビューを行うとともに、支援体制を強化する。 
 
（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、記者発表など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。また、ホームページ上での新着情報、イベント行事案内、メー

ルマガジンの発行、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、特許の戦略的な取得を図り、年間 40 件（中

期目標期間内に 200 件以上）の国内特許の出願を目指す。19 年度の特許取得方針の見直しか

ら、国内については質の高い特許を積極的に出願すると共に、海外については費用対効果を鑑

み、実施許諾の可能性が高いものについて出願する。また、取得した特許については費用対効

果などを考慮し、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、アグリビジネスフェア、産学官連携推進会議等の展示会等を通じ、積極

的に公開し技術移転に努める。さらに、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

録出願を目指す。 
 
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、民間等の依頼に応じ、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。その他、電話による技術相談などにも応じる。 
 
（２）講習、研修等の開催 

①外部研究者に対する講習会、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

講習会等に研究者を派遣し、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財産、ノウハウ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。 
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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 

 21 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２１年度 予算 

                           （単位：百万円） 

区  分 金  額 

 

 収 入 

     前年度よりの繰越金 

     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 

   

 

 

１９５ 

７，２１０ 

１７５ 

３，６９０ 

１５ 

１，６０９ 

 

１２，８９４ 

 

 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 

 

 

 

２，８２４ 

１７５ 

３，６９０ 

１，０４５ 

４３４ 

４，１６２ 

 

１２，３３１ 

 

  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 21 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。 
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２．収支計画 

平成２１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   

 

10,970 

10,932 

4,162 

2,394 

3,470 

401 

504 

38 

0 

 

10,982 

6,945 

15 

3,690 

333 

0 

 

13 

27 

40 

 
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。 
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３．資金計画  

平成２１年度 資金計画 

                           （単位：百万円） 

 額  金 分  区

 

 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  

 

12,894 

9,974 

1,813 

544 

563 

 

12,894 

10,915 

7,210 

3,690 

15 

1,784 

175 

1,609 

0 

0 

195 

 
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（撤去費用）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 
 （資産取得）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。 
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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 
 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)庁舎等の土地(県地区)を平成 21 年度に売却し、その売払収入

により、本部の所在地(茨城県つくば市)の施設を整備する。なお、松本地区第 2 桑園の土地（中

山地区）については、早期売却のため松本市と協議を行うなど検討を進める。 
 
                                 （単位：百万円） 

施設・設備の内容 金 額 財  源 
研究棟ほか外壁及び屋上防水改修 175 施設整備費補助金 

小  計 175  
昆虫遺伝子機能解析実験棟建替 1,045 松本地区土地売却収入 

小  計 1,045  
合  計 1,220  

 
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、20 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。
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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。 


