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平成２２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研究課題については、毎年度主体的に行っている課題評価検討会を開催し、年度計画に加え、

中期計画の達成度についての評価・点検を行う。業務運営についても、21 年度に行った研究管

理支援部門業務実績評価検討会の総括を踏まえて検討会を開催し、年度計画及び中期計画の評

価・点検を行う。また、外部機関との意見交換を行う研究推進戦略会議や外部の専門家・有識

者により行う評価助言会議を開催して評価の客観性、信頼性を確保する。 

②課題評価の現行の評価・点検システムは、本中期計画期間中に年々改善され、整備・充実が

なされたが、さらなる効率化を図るための検証を行う。 

③評価基準は明確にし、研究の質と量や達成度に加えて、農業その他の関連産業、国民生活等

への社会的貢献を図る観点や費用対効果の視点からの評価・点検を行う。 

④研究所の自己評価・点検システムや独立行政法人評価委員会による評価結果等から明らかに

なった業務運営の問題点を解決するための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研究職員の評価は、職員の能力を最大限に活かし、研究成果や業務の質の向上に資するため、

評価基準の点検を常に行いつつ、その基準に基づいて進める。 

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研究職員の短期業

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 年度に実施した評価結

果は 22 年度の研究職員の処遇に反映させる。評価は、22 年度も引き続き実施し、研究の活性

化と職員の能力開発につなげる。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、新たな評価制度を導入する。 

⑦20 年度に行った研究課題の重点化に向けた点検結果を受けて、21 年度に開始した交付金特別

研究「研究重点化方向の点検に基づいた生物資源のゲノム研究の加速化と新たな生物産業の創

出に関する研究」を 22 年度も実施する。 

 
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、20 年度に行った研究課題

重点化の点検結果やその後の評価点検に基づき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

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、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。 
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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」と平成 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、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。次期中期計画の達成に向けて組織の見直しを行う。 

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、岡谷チームのつくば地区への移転を完

了させる。20 年度末に廃止した松本地区の土地について引き続き売却を進めるとともに、移転

後の整備を行う。 

⑤平成 23 年 4 月の 3 法人統合を決定した独立行政法人整理合理化計画(平成 19 年 12 月閣議決

定)については「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成 21 年 12 月閣議決定）に従っ

て、当面凍結することとなった。22 年度に行われる独立行政法人の抜本的な見直しに関する検

討を受けて、平成 23 年 4 月からの次期中期計画や法人の研究体制、運営方法などについて、具

体的な設計を進める。 

 
（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」の作成について引き続き検討する。 

②研究職員については、人材育成プログラムに基づいて 21 年度に開始した「能力開発プログラ

ム」を検証し、人材育成のために有効活用を図る。 

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。特

に、NIAS 研究奨励賞、NIAS 創意工夫賞を活用して業務の活性化を図る。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業務上必要な各種研修に職員を積極的に参加させる。業務上必要な研修を実施し職員の資質

向上に努める。また、業務上必要な資格取得を支援する。 
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能力開発プログラムを実施し、その中で中長期的な視点から研究職員の資質向上に向けた研

修などを支援する。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）のつくば地区への移転に合わせ、

庶務室の合理化を行う。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。 

③22 年度は定年退職等により、現業業務部門の職員が 21 年度と比較して３名減となることが

見込まれるため、要員配置の流動化を図るなど、研究支援業務が効率的に行えるような体制を

整える。さらに、遺伝子組換えイネ、カイコ、マウス等の育成・管理など、高度な専門技術・

知識を要する分野に支援内容を重点化することによって、研究支援業務の充実・強化を図る。 

④21 年度までに行われてきた研究支援業務見直しの結果を踏まえ、費用対効果等も考慮したう

えで、研究支援業務全体の効率化及び要員の合理化に努める。現業業務部門では、契約職員が

担うべき業務と役務等により外注すべき業務の区分けを行ったうえで計画的にアウトソーシン

グを進め、技術専門職員の減員に対応できるようにする。 

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行政機関，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カイコゲノムアノテーションを進めるため世界各国の研究者を集めて国際ワークショップを

開催する。 
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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 

・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作物に応用し、有用

遺伝子の探索と利用研究を実施するとともに、ダイズゲノム研究を推進し、中期計画の達成を

目指す。 

・昆虫分野では、カイコゲノムのアノテーションを開始するとともに、重要害虫などカイコ以

外の昆虫についてもゲノム解読とデータベースの拡充を進め、様々な昆虫特異機能について遺

伝子機能解析を進めることにより、中期目標の達成と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、中期計画記載の数値目標達成に向け cDNA の全長解読を進めブタゲノムリソー

スやゲノム情報データベースの充実を図るとともに、抗病性や肉質などの生産関連遺伝子解析

をさらに進め、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 

・拡大版コアコレクションを選定する。多様性解析に利用可能な SNP を拡充し、品種群ごとに

複数のコア SNP アレイを作成する。多様な品種群について、遺伝子型あるいはハプロタイプと

形質とのアソシエーションの検出を試みる。 

・はやまさり、Bei Khe、Basilanon、Kau Mac Kho および Muha を供与親とする CSSL 系統群の

候補個体を選抜する。コシヒカリ/はやまさりの BIL を用いて出穂期の QTL 解析を行う。 

・Hd16 の候補遺伝子由来のタンパク質を精製し、リン酸化能の有無を調査する。Hd16 と Lhd4

の相互作用の有無を明らかにする。Hd2 の候補遺伝子の機能証明を行うとともに、出穂期ネッ

トワーク上における機能的役割を明らかにする。 

・Pi35(t)遺伝子の NBS あるいは LRR 領域の抵抗性に関する作用を明らかにする。高度罹病性遺

伝子 qBS9 の候補ゲノム領域の絞り込みを継続するとともに、塩基配列の比較ならびに発現解析

を行い、候補遺伝子を特定する。日本晴の第 3 染色体 QTL についてマッピングを進める。 

・コシヒカリと Jarjan との BIL を用いて、紋枯病抵抗性の QTL 解析の反復を取る。 

・地表根率 QTL のファインマッピングを行う。地表根 QTL のササニシキ背景の NIL を完成させ

る。 

・新規穂発芽耐性関連 QTL のマッピングを開始する。Sdr6 遺伝子近傍で組み換えが生じた個体

の後代検定（発芽試験）を行い、候補ゲノム領域を絞り込む。 

・置換系統の食味官能試験を行い、食味関連 QTL 領域を絞り込む。候補ゲノム領域内に存在す

る遺伝子について発現解析を行い、候補遺伝子を推定する。 

・葉面温度、光合成速度および葉身傾斜角度の QTL の確認を行うと同時にマッピング集団の養

成を行う。葉色および光合成速度を増加させる QTL の候補ゲノム領域を絞り込み、候補遺伝子

を推定する。 

・高温登熟耐性 QTL の候補ゲノム領域を限定する。戻し交雑によってハナエチゼンの高温登熟

耐性遺伝子領域を導入した NIL を選抜し、その評価を行う。 

・コシヒカリへのいもち病圃場抵抗性遺伝子 Pi35(t)および Pi38(t)導入を進める。pi21、

qBFR4-1 および Pb1 遺伝子を集積した系統を選抜し、その特性を評価する。 

・耐冷性関連 QTL、qCT4 の領域ゲノム領域の絞込みを行う。 

・関東飼 225 号と北陸 193 号の交雑 F5 集団を用いた収量性関連形質の QTL 解析を行う。飼料イ
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ネ品種群に特有なハプロタイプを見出し、その形質との関連を調査する。 

・SNP タイピングアレイによるアリル頻度とそれらを組み合わせて得られるハプロタイプ情報

を表現型データベースに取り込み、表現型データベースの拡充を図る。ゲノム育種支援システ

ムについては、遺伝子型と表現型の関連性が調査可能なシステムを作成する。 

・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に関して、ウイルス感染時のトランスクリプトーム解析では昨年

度までに明らかになった、ウイルスによる宿主の翻訳機構の乗っ取り、修飾に関する現象をタ

ンパク質化学的方法により解明を試みる。乾燥抵抗性の品種から作成した NIL(準同質系統)の

トランスクリプトームを行い、昨年度のマイクロアレイ解析から見いだされた特徴的な遺伝子

の関与に関してさらなる証拠を集積する作業を進める。 

・オオムギにおけるトランスクリプトームについては、クローンの分譲・マイクロアレイの公

開と併せて、ウエブサイトを多くの研究者に利用してもらえるような取り組みを開始する。ま

た、公開される予定のムギ類ゲノム配列にアノテーションを行う際のデータを提供する。 

・次世代シークエンサーによるイネのトランスクリプトーム解析は鎖長・マップ技法・解析コ

ンピュータ等のさらなる改善をおこない、世界と伍するレベルを達成すると同時に、耐塩性を

持つ品種のトランスクリプトーム、日本晴リン酸欠乏時のトランスクリプトームの解析を行う。 

・比較ゲノム・栽培化遺伝子については栽培種、特に野生種イネの集団サイズを拡大し、栽培

化及び適応化関連遺伝子の変異情報を充実させる。各遺伝子において、特に機能に及ぼす塩基

変異（アリル）に着目しそのようなハプロタイプの生成及び進化過程を推定する。イネ栽培化

及び適応化関連遺伝子情報のデータベース化を行う。 

・脱粒性のネットワーク解明については脱粒性の喪失に関わる遺伝子の粒サイズを制御する機

構の解明と育種上の応用に向けて圃場試験等を行う。 

・植物ドメインデータベースに関しては、SALAD on ARRAYs ビュワーによってアジレント社と

アフィメトリクス社の既存のマイクロアレイデータの比較解析を行い、ビュワーでの表記の改

善を図る。 

・オオムギ閉花性遺伝子についてはマイクロ RNA 標的サイトの多型と修飾の様式を明らかにす

る。オオムギ属野生植物における Cly1 遺伝子の構造を明らかにする。六条性遺伝子では Vrs1

と HvHox2 の発現様式を解析し、小穂の発達に対する遺伝子機能と両遺伝子の関係を明らかにす

る。 

・形質転換コムギの作出に関しては、コムギ種子休眠性候補遺伝子とコムギ毒素低蓄積性候補

遺伝子について、引き続きパーティクルガン法を用いた形質転換コムギの作出を行う。新機能

ムギ作成においては、コムギにおいて導入遺伝子の安定した発現が期待されるアグロバクテリ

ウム法の利用を検討する。 

・ソルガム病害抵抗性遺伝子に関しては、紫斑点病抵抗性遺伝子のアリルを識別する遺伝子マ

ーカーのセットを作成し、遺伝子多様性を調査する。 

・ソルガムの再生性の QTL 解析に関しては、安定した表現型調査法を確立するため、目視可能

な指標を開発する。戻し交雑系統の遺伝子型と表現型調査を進め、該当 QTL の単独の効果を検

証する。 

・コムギ赤カビ病抵抗性遺伝子について候補遺伝子について、過剰発現形質転換コムギの赤か

び病菌接種後の毒素蓄積量の測定を行い、遺伝子の毒素代謝機能の有無について明らかにする。 

・ソルガムススモン病抵抗性遺伝子のマッピングを開始する。 

・ソルガム稔性回復遺伝子のラフマッピングを行う。領域が予測された時点で、精密マッピン

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
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を迅速かつ適切に実施する。必要に応じて種子増殖及び品質管理に努める。 

・オープンラボの運営及びマイクロアレイ研究支援を実施し、研究の活性化に努める。 

・植物ホルモン応答遺伝子及び環境ストレス応答遺伝子のプロファイリングを行なう。また、

イネ遺伝子発現データベースの充実（データ量増加）と品質の向上（高品質化）に努める。さ

らに共発現解析データベースの改良を実施する。 

・イネ FOX 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。 

・情報リソースの整備（ゲノム関連データベースの維持・管理・公開）を行なう。また、農林

水産生物ゲノム情報統合データベースの改良・改善を実施する。 

 
（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（幼虫期の触覚など）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 14,000 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。 

・アノテーションの国際ワークショップを H22 年秋につくばで開催し、アノテーションを国

際コンソーシアムのもとで開始する。 

・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 最小タイリングパスについて、75％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。 

・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。 

・次期中期計画での害虫防除研究重点化に向け、トビイロウンカ及びコナガのゲノム研究基盤

構築を開始する。 

 
（４）ブタゲノムリソースの開発と利用 

・これまでの EST 解析から、遺伝子をコードしていると見られる cDNA クローンについて、非重

複クローンセットの構築により遺伝子数として 15,000 個程度を含む cDNA 全長解読用クローン

セットの構築を行う。また、遺伝子数としても 2,000 個以上について cDNA の全長解読を行い、

これまでの合計として 12,000 個以上の遺伝子に対応する cDNA クローンについて解読を完了さ

せる。 

・ブタ実用集団について、抗病性関連 QTL 領域内に存在する遺伝子の多型検索を行う。また高

密度 SNP チップを用いた免疫形質に関する相関解析を行う。 

・パターン認識受容体及びそのシグナル伝達に関与する遺伝子群について、多型解析と機能・

発現に与える影響を検討し、QTL 解析や相関解析で得られた結果との照合を行う。 

・ブタ NK 細胞集団において抗原認識に関わる NKT 細胞の特徴である T 細胞受容体の発現を確認

する。また、NKT 細胞を活性化する抗原が、様々な細胞集団のサイトカイン産生に及ぼす影響

を検証する。 

・新たな調査豚を生産して、椎骨数遺伝子型と枝肉・肉質形質との関連性解析を行う。肉豚生

産において椎骨数遺伝子型ごとに飼育管理の条件を最適化するため、出荷体重や飼料について

の検討を行う。 

・ブタ第 7 染色体および第 14 染色体の筋肉内脂肪含量 QTL を固定したデュロック種豚集団の拡

大のため、選抜と交配により種豚を確保する。また生産農家から出荷された肉豚の成績を調査

する。 

・第 4 染色体の一日平均増体量 QTL について、現在供用されている種豚の解析から集団内での
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マーカーアシスト選抜を検討する。 

・デュロック種系統豚の種雄豚を用いて三元交雑豚を生産して枝肉・肉質調査を行い、半きょ

うだい解析により枝肉・肉質形質に関する QTL を検索する。 

・F2 家系解析で特定された各 QTL 領域を対象として、選抜した各雄個体について産子の生産を

継続する。データの蓄積に対応して中間的な解析を継続し、QTL の絞り込みに有用な雄個体と

その雄個体由来の産子生産の増強を検討する。 

・生産履歴管理に有用な mtDNA の SNP マーカーの実証を進めるため、他機関との研究協力を加

速化する。 

・脂質・薬物代謝に関わる CYP1A1/1A2 のテストステロンによる構成的発現抑制機構を追求する

ため、その発現に性差が認められる梅山豚と認められないランドレース種との交配を引き続き

行う。得られた F1 個体について順次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

ン濃度を測定するとともに、他の CYP 分子種についても、品種間差や性差を検討する。糖代謝

や脂質代謝関連遺伝子の発現へのテストステロン以外の内分泌物質の関与も示唆されるため、

血清中エストロゲン量や核内受容体の内因性リガンド量について解析する。 

・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、Gene 

Ontology 等により遺伝子の絞り込みを行うとともに、それらについて Real-time PCR 等で再現

性を検証する。 

 
（５）ダイズゲノムリソースの開発と利用 

・エンレイ×Peking およびエンレイ×Williams 82 の２種の組換え自殖系統の連鎖地図を作成

し、重要形質の QTL 解析を行う。 

・染色体部分置換系統、BC3F2世代において、全ゲノムにわたる遺伝子型の決定に着手するとと

もに、各個体の栽培特性を評価する。 

・エンレイの物理地図と連鎖地図を統合したデータベースの充実を図る。 

・高速塩基配列解読装置を活用してエンレイのゲノム解読を進め、出力されるデータの利用を

進める。また他の品種のゲノム解読も進める。これらを使って、比較ゲノム解析データの充実

を図り、基盤整備を行う。 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性遺伝子 Rsv を含む領域の塩基配列を解読し、候補遺伝子の相

補性検定に着手する。 

・開花期関連遺伝子座 E1、E2、E3、E4 に関する準同質遺伝子系統間および E1、E2、E3 の突然

変異体と Bay の間の候補遺伝子の発現と形質を比較して、遺伝子間の相互を解析する。 

・連鎖群 H、J、B1 に座乗する開花期 QTL について精密マッピングを開始する。またγ線照射で

早生化した品種と元の品種をそれぞれE1-E4の遺伝子型が同じ品種と交配してF2集団を作出し、

新規遺伝子の解析を行う。 

 
（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 

・次世代シークエンサーのデータを、最新の解析プログラムを利用して解析し、様々な非生物

的ストレス（塩、低リン酸、高リン酸ストレスなど）に応答する遺伝子を抽出する。日本晴レ

ファレンスに該当しない配列を品種特異的遺伝子として同定する。 

・汎用アノテーションシステムに関しては、ジョブキューイングシステムなどを備え、外部の

一般ユーザーも利用できるようにする。 

・IRGSP と米国 MSU で独立に作成及び公開されているイネゲノムアセンブリを統一し、次世代

シークエンサーによる新規配列も加えた新たなゲノムとして構築、公開する。あわせて、アノ

テーションデータベース（RAP-DB）を更新しデータを公開する。 

・イネ多様性解析で明らかになった系統特異的な配列の変化について、立体構造上の位置等の

生物学的背景を明らかにする。 
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・イネの転写型レトロコピーの発現を、次世代シークエンサーを用いて網羅的に探索する。 

・イネと微生物の２種のトランスクリプトームが混合した状態で次世代シークエンサーで配列

決定し、各々のゲノムと対応付けて解析する。特に、イネいもち病菌の感染前後での両種の遺

伝子発現変化を同時に見ることにより、種間相互作用に関わる遺伝子の候補を明らかにする。 

 
（７）遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布 

・遺伝資源の導入、フィールド調査と多様性解析に関し、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、探索収集を実施し、

育種のニーズに適合した独自性の高い遺伝資源の収集保存に努める。海外調査はアジアを中心

に、昨年より継続する複数年の MOU に基づき、インドとラオスを対象として多様性解析を含め

た共同研究として実施する。インドネシアなどアジア諸国との新たな遺伝資源共同研究に関す

る MOU の締結に向け協議を行う。多様性解析では、Vigna 属野生種の環境ストレス耐性研究を

進めるとともに、これまでに蓄積してきた栽培化関連形質 QTL の有効利用にむけた研究を行う。

委託課題の成果も利用して、Vigna 属とダイズとの比較ゲノムに利用できる DNA マーカーの集

積に努め、ダイズゲノム成果を利用した Vigna 属遺伝資源の効率的利用体制の確立を目指す。

引き続き遺伝資源情報の高度化として、QTL センターと共同でイネの地域包括的な遺伝的多様

性について SNPs 解析を行う。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多様性解析を継続して行

う。 

・遺伝資源の特性評価とアクティブコレクションの充実のために、植物遺伝資源分野では、サ

ブバンクと協力して 1 次～３次特性など約 13 万 5 千点の特性評価を実施する。また、サブバン

クや委託研究機関と協力して実施している「新規特性の評価と評価法の開発」を継続し、必要

に応じて新規課題を公募する。引き続き、種子の再増殖を約 4,800 点実施し、配布可能な遺伝

資源（アクティブコレクション）を充実させる。微生物遺伝資源分野では、前年度に引き続き、

計画に基づいた特性評価を実施する。また、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さらに進め、それらの積極的配布を目指した公開

を図るとともに、他の保存菌株についても学名表記を最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。他方，新たに収集・導入した新病害等の病原菌を分子と形

態に基づき分類･同定し，病原特性を解明する．さらに，センターバンクが保存する糸状菌菌株

について、菌種同定の基礎を確認・整備するためリボソーム DNA の ITS 領域に関する網羅的塩

基配列決定を進める。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を継続する。 

・遺伝資源の利用による新遺伝育種素材の開発として、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」ではソルガムコアコレクションの配布用種子増殖を継続するとともに、国際研究機

関 ICRISAT から新規導入した 79 品種系統の特性調査（１次特性およびバイオマス特性調査）を

実施する。アズキ亜属（Vigna）コアコレクションの作成では、SSR 多様性解析は終了している

が種子増殖が完了していないツルアズキに関して種子増殖を行い、中期計画内にアズキ亜属を

代表するアズキ、リョクトウ、ツルアズキのコアコレクション配布体制を整える。ダイズゲノ

ムチームとの共同による栽培ダイズコアコレクションの作成では、前年度内に完了予定の SNPs

解析に特性評価を加味して約 100 系統を選抜し、温室内で配布用種子増殖に着手する。 

・遺伝資源の長期の安全な保存・品質管理と増殖・保存技術の改善に向け、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

800 点、動物 40 点の新たな保存点数の増加を目標とする。植物遺伝資源は、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，引き続き 4,000～5,000 株の検査を実施するとともに，
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分類検証を行う。動物遺伝資源では家禽の始原生殖細胞等の超低温保存法の開発を進める。 

・遺伝資源の利用促進のための情報管理・提供システムの高度化と公開に向け、遺伝資源管理

を適正かつ効果的に進めるため、植物、微生物、動物遺伝資源の在庫管理プログラムを開発・

改修する。GB 事業の効率化を支援するため、関係者用 Web 検索システムを新規開発あるいは刷

新する。また、一般用 Web 検索システムを含めさらなる機能拡張をはかる。 

 
（８）放射線利用による新形質突然変異素材の開発 

・イネ種子蛋白質組成に関する新規の二重突然変異体に関しては非常に有用な材料であること

が期待されることから、新規蛋白質に関する生成・プロセッシング・輸送等に関して生化学研

究者等との共同研究に発展させていく。アミロース変異体に関しては「コシヒカリ」突然変異

系統をさらに 20 系統程度追加し、得られた「ひとめぼれ」の突然変異系統と併せて原品種の戻

し交配を行い、アミロース含有量に関する準同質遺伝子系統 NILs の育成を進める。 

・作出した「日本晴」突然変異リソースや新たに照射を行った突然変異材料の DNA 欠失の大き

さや頻度等の突然変異の評価では、aCGH 法で最も検出率の高い照射区を見出し、大量に照射個

体を作成する。さらに aCGH 法の順遺伝学的利用については、検出頻度を算出する。また、保有

する「日本晴」以外の突然変異体についても同様に欠失の検出を試みる。 

・普通そばとダッタンソバの新品種登録候補系統の増殖を行う。チャにおいても、有望系統の

新品種登録に向け、系統適応性検定試験のための挿木による高機能性成分の系統増殖を進める。 

・とげなしカラタチの品種登録に向け、トゲの発生の安定性について検討するため前年度に引

き続き普通系カラタチ等各種台木にとげなしカラタチをホギとして接ぎ木したときの生育及び

とげの発生程度を調査すると共に、とげなしカラタチを台木として接ぎ木したかんきつ類の生

育調査を開始し、これを翌年以降継続調査する。また、今年度より花成に関する研究を開始し、

リンゴ品種「祝」の花が咲かない変異体に着目し、生育停止期と花芽形成について調査を行う。

また、ナシ耐病性突然変異系統のキメラ状態を明らかし、完全変異体を作出するための技術を

開発する。 

・ソルガムで得られた、bm（無ワックス）、bmr（リグニン合成阻害）、早生等の突然変異体の特

性調査と系統の固定をはかり、バイオ燃料生産に有効な系統を育成するとともに、原品種との

交配等によって、遺伝性を明らかにする。 

・遺伝解析に有効な、種子へのγ線急照射に対する放射線低感受性×高感受性の RIL 系統と構

築した感受性識別手法を用いて、ダイズ放射線急照射感受性の遺伝解析をダイズゲノムチ－ム

と共同して行う。また、ガンマーフィールドにおけるγ線生体緩照射に対する感受性の品種間

差について遺伝的変異の解明を行うとともに品種間差を効率的に識別できる条件を明らかにし、

解析を含めたリソ－ス作出を試みる。 

 
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、これまでに進めてきた植物が生命を維持・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の解明、さらに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、農作物の生産性を向上させる基礎技術の開発に着実につなげ、革

新的農業技術の開発に資する。 

・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、中

期目標の達成と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、生殖細胞の成熟や精子形成異常の機

構、幹細胞の分化制御機構、並びに着床胎盤機構の解明をさらに進めて、生殖制御技術の高度
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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の解明も着実に進めて、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 

・塩ストレス耐性を指標に選抜した FOX イネ系統群について、初期生育試験を中心に様々な環

境ストレス耐性試験などの詳細な解析を行う。褐色斑形成に関係した遺伝子の単離を目指して、

候補領域の更なる絞り込みを進める。 

・穂発芽耐性遺伝子 Sdr4 の機能を誘導する系を確立し、直下の標的遺伝子の探索に取り組む。

Sdr1 の相補試験のために Kasalath ゲノム断片を導入した系統の固定系統を得て発芽試験に取

り組む。Sdr7 の候補遺伝子を絞り込み、遺伝子同定のための形質転換体を作成する。 

・深根性関連遺伝子 Dro1 の発現部位と発現時期の特定を行う。RNAi により Dro1 が発現しない

場合の根の形態変化を明らかにする。様々な環境条件で Dro1 の発現解析を行い、Dro1 が外的

刺激に反応するかどうか明らかにする。最長根長に関与する QTL を検出する。 

・植物組織の微細凍結挙動や凍結傷害の観察法の開発を進める一方、植物組織の凍結挙動や凍

結傷害に関わる諸要因の解析を進める。シュロ葉由来の抗氷核活性画分から同定した物質群及

び類似物質について抗氷核活性・過冷却安定化能を引き続き解析する。植物ホルモン処理等に

よるフラボノイド群の変化と抗氷核活性の関係を明らかにし、霜害防除法開発等に資する。 

 
（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発 

・葉緑体型 PEPC の関与するイネ独自の代謝系の解析を進め、炭素・窒素同化、物質生産におけ

る本酵素の役割を明らかにする。 

・世界イネコアコレクション、祖先種野生イネ集団を用い、千粒重決定に関与する TGW6 の多様

性を調べる。粒長を伸ばすイネ遺伝子 GL5b の双子葉植物における作用を調べる。 

・フィトクロムの遺伝子発現様式とタンパク質局在性を調べ、フィトクロムの発現制御機構を

明らかにする。赤色光シグナル伝達機構の解明に向け、フィトクロム突然変異のサプレッサー

のマッピングを進める。フィトクロム完全欠失変異体で見られるいもち病抵抗性の低下、およ

び、下位節間の異常伸長の原因を調べ、これらの形質におけるフィトクロムの役割を検討する。 

・草型の規定因子のひとつ、葉身傾斜角の光による制御機構を解析する。青色光下で葉身が極

端に傾斜する変異体の生理学的解析を行うとともに、原因遺伝子を絞り込む。 

・葉緑体の発達制御機能を解析する。変異体を用いてフィトクロム分子種それぞれの役割を調

べる。葉緑体発達の鍵因子 GLK1 の暗所での分解機構を明らかにする。維管束での GLK1 発現を

強化したイネを作出し、その特性を評価する。 

・イネの環境応答機構の包括的理解のため、圃場での環境変化（温度と光）とイネトランスク

リプトームの統計モデリングを試みる。イネの出穂期制御遺伝子ネットワークの理解を深める

ため、フロリゲンの発現を制御する抑制因子 Ghd7 遺伝子のフィトクロム依存的な転写誘導機構

と促進因子 Ehd1 遺伝子の青色光依存的な転写制御機構を明らかにする。 

 
（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発 

・いもち病ほ場抵抗性遺伝子 Pb1 によるいもち病抵抗性の安定性に関わる分子機構の解明のた

め、Pb1 から WRKY45 へのシグナル伝達の細胞および個体レベルでの検証を含む解析を進めると

ともに、タンデム重複したゲノム構造のために脱落のおそれがある Pb1 遺伝子座を、単量化に

より安定化するためコシヒカリへの戻し交配を進める。 

・ミュータント・パネル由来の病害応答シグナル伝達因子遺伝子の候補遺伝子が同定された場

合、相補試験に着手する。抵抗性シグナルの負の制御に関わる OsPti1a の細胞膜での機能解析
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のため、細胞膜での相互作用因子同定に着手するとともに、MAPK カスケード下流の転写制御カ

スケードの解析を進める。 

・FOX ハンティング由来でイネに複合抵抗性を与えるシグナル伝達因子 OsPSR5 による抵抗性機

構の解明のため、OsPSR5 が制御している遺伝子および OsPSR5 相互作用因子を探索するととも

に、OsPSR5 過剰発現イネのウイルス抵抗性を検定する。 

・WRKY45 のプロテアソーム分解に関わるリン酸化の関与を解析し、これらの制御と環境因子や

プライミング効果との関係づけを試みるとともに、サリチル酸経路中で WRKY45 や OsNPR1 の制

御に関わる MAPK カスケードの因子の同定を試みる。さらに、サリチル酸シグナル伝達経路に対

してサイトカイニン、ABA、NO 等のシグナル伝達経路が及ぼす相互作用をさらに解析し、イネ-

いもち病菌相互作用の中での意味づけを試みる。 

・WRKY45 の実用化に向け、新規恒常的プロモーターによる有望な WRKY45 過剰発現イネ系統の

複合抵抗性および生育特性を詳細に解析するとともに、感染誘導性プロモーターによる WRKY45

過剰発現イネの検討と改良をさらに続ける。 

 
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 

・JH 関連研究では、カイコの Met について生化学的解析等を進め、JH 受容体であることの最終

的な証明を目指す。カメムシ目害虫およびミツバチ等から主要な JH ネットワーク遺伝子を同

定・単離し、その機能解析を行うとともに、それらを用いた阻害剤スクリーニング法の開発を

進める。またカメムシ目昆虫における JHSB3 の分布を調査する。カイコの全カルボキシエステ

ラーゼの遺伝子系統解析およびチョウ目以外の JH 分解酵素の遺伝子解析を行う。脱皮ホルモン

関連研究では、E75A プロモーターを利用した脱皮ホルモン定量系の精度を高めるとともに、

E22O 処理によるオオワタノメイガの低温耐性誘導・幼虫休眠誘導の機構解明を進める。また、

エクジソンの原料とであるコレステロール生合成に関与する P450 の特定を進める。 

・カイコ神経ペプチドの機能を解明するために、全神経ペプチドについて in situ ハイブリダ

イゼーションにより発現時期および発現細胞を同定する。特に、前胸腺に投射するニューロン

で発現する神経ペプチドや、脱皮行動を誘導する神経ペプチドの受容体で共発現する神経ペプ

チドについて重点的に解析を進める。コクヌストモドキのオレキシン受容体様遺伝子をクロー

ングし、発現部位や時期を明らかにし、培養細胞で発現させ、リガンド検定を行う。また摂食

行動との関連を解析する。カイコ縮み蚕(cot)突然変異系統の原因遺伝子および生理的機構の解

明を引き続き進める。チャバネアオカメムシ成虫の摂食・活動リズムおよび走光性に関わる波

長特性について調べる。 

・カブラハバチで確立した RNAi 法を用いて、変態期および発生初期の形態形成に関わる遺伝子

群の機能を明らかにするとともに、エンハンサートラップ法を改良しプロモーターの探索を行

う。ヤマトヒメミミズの siRNA による再生阻害効果が遺伝子特異的なものであることを証明し、

in vivo ノックダウン法を確立する。 

 

（２）昆虫の乾燥耐性機構の解明と利用技術の開発 

・レポーターアッセイによるクリプトビオシス特異的な転写調節制御系の解析を行う。 

・クリプトビオシス覚醒過程で特異的に発現する遺伝子群を同定する。 

・ネムリユスリカにおけるトランスジェニック系統の作出と乾燥耐性関連遺伝子の機能解析を

行う。 

・ネムリユスリカにおける放射線ストレスによる生体成分の損傷の定量解析を行う。 

 
（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発 

・カイコ抗ウイルスタンパク質（Bombyx mori Antiviral protein）のカイコ核多角体病ウイル
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ス（Bombyx mori NucleoPolyhedroVirus:BmNPV）感染阻止の作用機構、活性化機構を明らかに

する。 

・昆虫由来の抗トリパノソーマ、抗がん活性物質の探索を行う。 

・新たな抗菌性素材を求める要望に応えるため、繊維、プラスチック等に昆虫抗微生物タンパ

ク質改変ペプチドを固定化した素材の開発を行う。 

・昆虫抗微生物タンパク質改変ペプチドのドラッグデリバリーシステムを用いた応用法の検討

を行う。 

・未だほとんど知られていない昆虫 DNA ウイルスに対するホスト昆虫の抗ウイルス反応を明ら

かにするために、BmNPV とカイコを用いカイコの BmNPV に対する抗ウイルス制御機構を明らか

にする。 

・抗微生物ペプチドの新規の骨格を、生物活性から効率的にスクリーニングする方法の開発を

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 

・精子形成異常を示す突然変異マウスの原因遺伝子について遺伝子マッピングを行う。 

・正常成熟卵の細胞質小片を細胞融合することにより、異種移植由来卵の発生能を改善する際、

細胞質小片に含まれるミトコンドリア量により、発生率が影響されるかを調べる。 

・異種移植した前精祖細胞に由来するブタの発育および生殖能力を明らかにするとともに、胚

移植の例数を追加する。 

・胎盤でのみ発現し、その役割が判明していない胎盤性プロラクチンファミリータンパク質の

血管新生に及ぼす影響と胎盤における血管作動性物質の発現を解析する。 

・卵成熟や胚発生に及ぼす骨形成タンパク質(BMP)15 や分化増殖因子(GDF)9 等の生理活性を解

析し、これらの組換えタンパク質等の添加により培養系の改善を図る。 

・生体内で伸長した胚と体外伸長胚の遺伝子発現プロファイルを網羅的に比較解析して、栄養

膜細胞や胚胎細胞の分化増殖に関与する遺伝子群を探索する。 

・エピジェネティックな変動を GFP 発現で可視化した ES 細胞を用い、GFP 発現の異なる細胞間

で遺伝子発現、キメラ形成能の比較解析を行う。 

・ウシ体細胞核移植胚由来 ES 細胞について、遺伝子のメチル化解析、マイクロアレイ解析及び

多能性の解析を行い、その性質を明らかにする。 

・ウシ体細胞等に山中因子遺伝子を導入し、得られた細胞の遺伝子解析を行う。また、子ウシ

精巣由来の生殖幹(GS)細胞樹立のための至適培養条件のスクリーニング系を構築する。 

 
（２）家畜における本能行動の制御要因の解明 

・ウシ成長ホルモン分泌の中枢性調節機構の解明に資するため、照明時間の変化がウシ成長ホ

ルモン分泌リズムに及ぼす影響を明らかにする。 

・繁殖制御に関わるキスペプチンの機能解明に資するため、ヤギにおいて、キスペプチンニュ

ーロンの神経活動制御に関わる卵巣ステロイドホルモンの作用メカニズム、およびキスペプチ

ンによるパルス状性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調節のメカニズムを明らかにする。さら

に、キスペプチンの産業的応用に資するため、各種キスペプチンアゴニストの黄体形成ホルモ

ン分泌促進作用を比較解析する。 

・雄効果フェロモンの産業的応用を目指し、ヤギ雄効果フェロモン分子の同定、および雄効果

フェロモン作用機構の解析を進展させる。 

・ウシのストレス反応を明らかにするため、個体間相互の親和度を高める能力である社会的親

和性と血漿中オキシトシン濃度およびオキシトシン・オキシトシン受容体遺伝子多型との関連

を明らかにする。また、ストレス感受性とオキシトシン受容体遺伝子多型およびオキシトシン
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分泌制御に関わる表面抗 CD38 の遺伝子多型との関連を明らかにする。 

 
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 

・ミヤコグサを用いて根粒・菌根共生制御系で重要な CCaMK・CYCLOPS の相互作用因子の探索と

機能、CCaMK の活性化機構、下流の転写調節因子の機能を解析する。表皮発現系による各種共

生遺伝子の感染過程への関与を検証するとともに皮層特異的発現系を開発する。表皮・皮層発

現系による各種共生遺伝子の感染過程と皮層細胞分裂への関与を検証する。根粒菌感染以降の

プロセスに関与するタンパク質と相互作用する因子の探索やFix-原因遺伝子の機能解析を進め

る。レトロトランスポゾン LORE1 を用いたミュータントパネルを作出し、共生変異体の探索を

行う。ダイズの根粒菌非親和性遺伝子 Rj4 の遺伝子同定と表現型解析、根粒共生変異体のスク

リーニングを進める。機能獲得型 CCaMK 等を用いて新規の菌根共生特異的イネ遺伝子候補を単

離しそれらのノックアウト系統等を用いて新規の菌根共生遺伝子同定を目指す。 

・トマトモザイクウイルス(ToMV) RNA 複製複合体の形成にかかわる宿主因子を探索し、それら

の構造と機能および複製タンパク質との相互作用機構を解析する。RNA サイレンシングの誘起

と ToMV による阻害機構を解析する。宿主の過敏感反応に伴う葉緑体機能不全等の諸反応と青枯

病菌エフェクターによる細胞死抑制機構を解析する。MAPK がウイルスの全身移行阻害に果たす

役割を解析する。 

・感染行動を開始したいもち病菌が生産するシグナルとその制御機構を解析する。イネとの相

互作用の可視化の実験系を改良する。いもち病菌感染時のイネ遺伝子の発現変化を、被感染細

胞のレベルで解析する。白葉枯病菌のエフェクターの宿主における相互作用因子を探索し機能

を解析する。植物由来など天然物の抵抗性誘導物質の性状と機能を解析する。 

 
（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 

・ツマグロヨコバイ唾液腺からクローニングしたカルシウム結合タンパク質を可溶型で発現さ

せ師管閉塞阻害効果を確認する。唾液腺β-グルコシダーゼの基質存在部位を免疫組織化学的手

法を用いて検討する。トビイロウンカ口針鞘形成に関与するタンパク質を抗体を用いて確認す

る。イネのツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子 GrhX を特定する。トビイロウンカ抵抗性遺伝子

Bph21(t)の候補領域を絞りこむ。 

・オオバイヌビワの乳液に含まれる耐虫性成分の同定・構造決定を行うと共に乳液中の濃度等

を調べる。ウリ科植物の滲出液に含まれる耐虫性成分の精製を試みる。種々の植物の乳液・滲

出液・樹液・油管液のうち耐虫性・生理活性を持つものをスクリーニングしその耐虫性・生理

活性物質の性質を検定する。カイコのフラボノイド吸収、利用メカニズムを研究する品種のス

クリーニングを行いカイコとエリサンを用いてクワ糖類似アルカロイドの代謝特性を解析する。 

・ヒメハナカメムシ類の日本国内の地理的遺伝的変異を調べる。ミヤコカブリダニのマイクロ

サテライトマーカーを作製し野外個体群の遺伝的多様性を調査する。プラントアクティベータ

が天敵密度に及ぼす影響をチャ等の植物を用いて野外で調べる。寄生蜂の有するポリドナウイ

ルス等の組織特異性を解明するため宿主由来培養細胞についてレクチン反応性から細胞表面の

糖鎖構造を解析する。 

・交信撹乱法によるケブカアカチャコガネの防除技術の実用化に向け、性フェロモン放出開始

時期や放出量を測定し誘引力を保持できる異性体比率を明らかにする。また交尾によってメス

の行動が変わるメカニズムの解明を行なう。リュウキュウクロコガネの定位行動の神経メカニ

ズムを解明するため，嗅覚・視覚刺激に対する下降性神経細胞活動を解析する。コラゾニンが

黒化誘導するサバクトビバッタの体色多型の環境制御メカニズムを明らかにするために、環境

要因の影響を調べる。トノサマバッタとの比較で、サバクトビバッタの活動性、特に混み合い

と母性効果との関係を解析する。 
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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 

・病原微生物抵抗性遺伝子の解明では、カイコの Bt 菌（Cry1Ab 毒素）抵抗性の機構究明とコ

ナガの Bt 菌抵抗性遺伝子探索のための系統作製を行う。また、カイコの Beauveria 菌抵抗性遺

伝子を探索する。 

・ウイルスを利用した防除関連では、ウイルス感染増進物質フゾリンの応用に向けた取り組み

と既存薬剤のウイルス感染増進に係わる副次的効果を調査する。 

・微生物の伝播に関しては、トビイロウンカのウイルス媒介に係わる分子の探索と共生細菌・

共生酵母の次世代伝播の様式の解明を行う。 

・ウォルバキア細菌による宿主昆虫のメス化については、性決定関連遺伝子との関係について

調査する。 

・トビイロウンカゲノム解読の準備、害虫 EST データベースの構築、そして微生物ゲノムの解

析を行う。 

 
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 シグナルの制御にかかわるタンパク質、及び、昆虫が多様な環境要因を感知し適応するた

めの分子群と想定される Takeout タンパク質群の構造機能解析を進める。 

・SUMO 化翻訳後修飾による細胞機能の調節機構の解明を目指して、イネ由来 SUMO 化関連酵素

群および SUMO 化標的タンパク質の構造機能解析を進める。 

・環境ストレスにより根特異的に発現が誘導されるタンパク質 RSOsPR10 を過剰に発現させた植

物では環境ストレス耐性が向上する。この分子機構の解明に向けて、RSOsPR10 の構造機能解析

を進める。 

・新しい糖質素材としての利用が期待されているイソマルオリゴ糖の生成酵素の構造解析を進

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、糖質関連タンパク質の構造機能解

析を進める。 

・カイコにおけるタンパク質の生合成･分解機構解明のための基礎的知見収集を目指して、成長

に伴うタンパク質の発現変動とアミノ酸修飾の解析を進める。 

 
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 

・植物分野では、これまでに進めてきた安心感を与える組換え作物を作出するための遺伝子操

作技術の開発について、さらなる高度化・効率化を目指す。また、新規の機能を付与した遺伝

子組換え米の開発とその実用化を一層進めるとともに、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をより洗練させ、バイオテクノロジーを利用した新しい生物産業の構築に

近づける。 

・昆虫分野では、カイコにおける遺伝子組換え効率並びに外来遺伝子発現効率の向上を図り、

昆虫での有用物質の大量生産と高機能性繊維の開発という中期目標の達成を目指す。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、遺伝子組換え技術による乳・卵白中への有用物質生産家畜・家きんの作出法

の構築や医療研究用モデルブタの開発、モデル細胞株・培養系の作出をさらに進めて、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 
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・RepA 過剰発現による G1/S 進行促進、CDKB2 の発現抑制による G2/M 進行抑制、クロマチン構

造の緩和、標的遺伝子特異的な切断、等の処理がイネのモデルジーンターゲッティング（GT）

と内在性遺伝子の GT 効率に及ぼす影響を評価する。 

・トリプトファン合成の鍵酵素である OASA 遺伝子、アントシアニン合成に関与している DFR

遺伝子に標的を絞り、GT による標的遺伝子の改変を行い、得られた個体の解析を進める。 

・DNA 修復関連酵素遺伝子のイネ突然変異体の、形質転換後の再分化効率を検討する。 

・ソルガムの細胞にダメージをより与えない遺伝子導入条件と、遺伝子導入植物の選抜条件を

検討する。 

・栄養生長期から二次枝梗分化期までの茎頂組織において発現を誘導するプロモーターの候補

について、詳細にその特性を解析するとともに、これらを用いたコンストラクトを作製し形質

転換体を作出して、マーカー除去における有効性を確認する。 

・転写型ジーンサイレン シングに関与する因子の機構解明とそれらの機能欠損系統におけるゲ

ノム安定性の解析を進める。 

・Tos 挿入系統等も含めた変異系統群を供試して、“内在性サイレンシングマーカー”を用い

たサイレンシング因子変異体選抜を継続する。 

・モデル環境下におけるイネ初期生長パラメータを抽出し評価する。 

・イネ種子貯蔵蛋白質の集積を制御するシャペロンタンパク質の機能を解析し、シャペロンタ

ンパク質の遺伝子発現と米粉特性との相関を解析するとともに、esp2 変異体の製粉及び製パン

の機械化特性を評価する。 

・葉緑体形質転換タバコにおいて、ホモプラズミック化(非形質転換葉緑体を排除すること)の

可能性が示唆されたので、サンプル数を増やして評価する。 

・雄性不稔キュウリの特性を評価する。 

・B.juncea×B.napus において距離と交雑率の関係を調査する。 

・脱ハロゲン化酵素遺伝子を導入したキュウリを用いて γHCH 分解性を検証する。 

 
（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高蓄積コシヒカリ系統の選抜と、ホモ化系統の有効性評価

と生物多様性評価試験を行う。 

・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継続して進める（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）。 

・汎用性の高い新規花粉症緩和米の開発やサイトカインとの共発現蓄積米の経口投与によるサ

イトカイン米のアジュバントとしての有効性評価を行う。 

・ダイズ 7S グロブリンα’サブユニットを高蓄積した組換え系統の選抜とホモ化を進める。低

グルテリンイネ品種「LGC 潤」や「LGC 活」を宿主にした場合における高度α’蓄積条件の検討

を進める。 

・種子貯蔵タンパク質の胚乳特異的発現の制御に関わるシスエレメント AACA モチーフに結合す

る転写因子 OsGAMYBL2 の機能解析を進める。 

・高リジン蓄積米開発のため、種子で機能する転写因子（RISBZ1 および RPBF）によるリジン分

解酵素（OsLKR/SDH）の制御に関して、OsLKR/SDH のタンパク質レベルからの解析（酵素活性、

タンパク質量）を進める。 

・経口免疫寛容源の最小有効量を大幅に低下させる CTB を対象として、GM 1 レセプター欠損マ

ウスを用いた機能評価系を構築し、CTB と GM 1 との相互作用の解析を進める。 

・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他植物での遺伝子抑制効果

の検証を進める。 

・新規サイトカイン遺伝子をイネへの遺伝子導入を行い、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。 
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・小胞体ストレス応答機構の解析を目的として、主要シャペロン遺伝子（BiP 等）を抑制させ

た際観察されるストレス応答について分子生物学的および細胞生物学的解析を進める。 

・難消化性多糖であるガラクトマンナン（低カロリー、血清コレステロール値低下機能）やイ

ヌリン（整腸作用）を高蓄積させた米の開発を進める。 

・結腸癌予防効果を有するフラボンの一種である Tricin をイネ胚乳中に高蓄積させるため、

Tricin 生合成関連遺伝子を導入して Tricin 蓄積量を高めたガン予防米の開発を進める。 

 

（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 

・有用物質生産のため、新しいマーカーおよびベクターの開発と組換え体作出法・保存法の改

良を行う。 

・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開発を行う。また、

ホストとなる系統として雑種強勢を利用した実用セリシン蚕系統を確立し、これまでに開発し

た有用物質生産系統との交配により発現量への効果を検証する。 

・組換えカイコによる有用物質を生産するため、サイトカイン等を発現する系統を作出すると

ともに糖タンパク質の糖鎖構造と糖鎖修飾機能の解析を引き続き行う。 

・組換えカイコによる高機能繊維を生産するため、群青蛍光タンパク質等の導入により、これ

までにない蛍光カラー絹糸の作出を行う。また、クモ、クリキュラ等の野蚕、トビケラ等の水

生昆虫のフィブロイン遺伝子を導入した組換えカイコの作出等の研究を行う。トビケラフィブ

ロイン遺伝子を導入した組換え絹糸については機能および物性の解析を行う。 
 
（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 

・新規に分離した雌ヤギ皮膚線維芽細胞を用い、hLA-α4GnT/neo BAC ベクター導入と核移植を

重点的に行い、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とともに、

培養細胞のレシピエント胚生殖巣への効率的な導入および個体への再生を試みる。 

・p53 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

て遺伝子ノックアウトクローンブタを作出する。 

・一本鎖抗体による P2X7 受容体（ATP をリガンドとするイオンチャンネル型受容体）機能の阻

害機構について、炎症性サイトカイン応答やシグナル伝達分子の挙動に着目した解析を行う。

プリオン蛋白質の FRET プローブを用いた細胞イメージングを行い、プリオン感染にともなう変

化等を解析する。 

・マウス肝細胞の初代培養系を利用してクッパー細胞の不死化を試みる。 

・上皮細胞間のタイトジャンクションを誘導する工夫を施したコラーゲンビトリゲル薄膜にヒ

ト角膜上皮細胞株を培養し、バリア機能に優れた角膜上皮モデルを作製する。この培養モデル

を利用して化学物質の眼刺激性予測に適した評価法の開発を目指す。 

・一本鎖抗体 - フィブロイン発現ベクターを導入した遺伝子組換えカイコの絹糸を素材加工し

て、それらが標的タンパク質と特異的に結合するか評価する。病原体検出・診断用の新しいシ

ルク素材の開発を目指して、遺伝子組換えカイコ作出用の抗 O（オー）157 一本鎖抗体発現ベク

ターを作製する。 

 
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 

・フィブロインスポンジの物性の再現性に関して、原料フィブロインの与える影響について、

原料絹糸種の相違やオートクレーブ等により分解した原料で作製されたスポンジの評価を行う。 

・圧縮弾性率の異なるフィブロインスポンジ内で軟骨細胞や皮膚細胞を培養し、分化や増殖に
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関する遺伝子発現の変化を検討する。 

・オニグモ牽引糸タンパク質融合組換えフィブロインを含む絹糸の力学物性の詳細な解析を実

施し、組換えフィブロインの効果を検証する。 

・中 515 系統をホストとして、シルクの力学物性の改変を目的に、フィブロイン H 鎖の繰り返

しモチーフの長さや数を限定した H 鎖タンパク質を発現する組換えカイコの作出を試みる。 

・成長因子 bFGF を融合した組換えフィブロインを生産する組換えカイコから組換えフィブロイ

ンを抽出し、発現量や生理活性を ELISA や細胞培養評価によって確認する。 

・セリシンゲルフィルムの水蒸気透過性を、水と試料が接しない dry 法、および、水と試料が

接する wet 法により測定し、市販の合成高分子製被覆材料と比較する。 

・ホーネットシルク（スズメバチ幼虫が作るシルク）から作製したゲルフィルムの延伸に伴う

コイルドコイル構造の配向挙動とコンホメーション変化について､X 線回折､固体 NMR 等の分光

法を利用して詳細に解析する。 

・非天然型アミノ酸組み込みシルクタンパク質の開発では In vitro で Phe アナログの認識が観

察された改変型PheRS（フェニルアラニル-tRNA合成酵素）をBmN細胞で発現させることにより、

in vivo における Phe アナログの取り込み能について明らかにする。 

・シングルファイバー顕微分光法を用いて、自然に営巣されたジョロウグモやオニグモの網の

縦糸と横糸の繊維化メカニズム解明のための知見を得る。 

・Lac-CY-SF（ラクトース修飾シルクフィブロイン）スポンジ基材において３週間培養した FLC

細胞から RT-PCR 法により、薬物代謝酵素や肝細胞が産生する血清タンパク質等の遺伝子の発現

状況を調べる。 

・新たに病原体検出・診断用の新しいシルク素材の開発を目指して、抗 O157 特異的抗体を融合

した組換えシルクについて組換えカイコの作出を行う。 

 
（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発 

・雌ヘテロによる連続戻し交雑を進め、PCR 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。上記系統の置換染色体ヘテロ個体同士の交配後代を作出し、

各染色体の比較的両端に位置する複数の SNPs マーカーを用い、置換染色体が２本置き換わった

安定した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。 

・異なる繊度の生糸を作出し、繊度と光沢・色彩の関係を調査する。また、光沢・色彩の調査

時における生糸および繭糸表面の形状等を調査し、繭糸繊度と品種特性における光沢値等の関

係を追究する。繭糸や生糸の断面形状等を調査し、光沢・色彩という特性の品種間差異につい

て相関がないか検証する。 

・新規に作出された様々な特性を持った組換えカイコ系統の実用性を高めるために、既存の有

用系統と交配し、目的とする特性が遺伝的に優れた系統の選抜を行う。また、この特性を安定

して発現させ、実用品種として可能となるよう改良を試みる。 

・繭糸利用を目的とした組換えカイコの実用的な繭生産に適合させるために、雑種強勢が高ま

るような交雑相手を探索する等、組換えカイコの交雑種化を図る。 

・遺伝子組換えカイコが有害物質を産生するか,評価法の確立を検討する。遺伝子組換えカイコ

の第一種使用に関わる拡散防止措置を検討するための基礎データを集積する。 

・高強度繭糸により手術用縫合糸を作出し、その特性を明らかにする。 

・蛍光タンパクを用いた遺伝子組換えカイコ繭、細繊度遺伝子組換え繭“はくぎん GE”に適す

る煮繭・繰糸条件を検討し、その糸特性を明らかにする。 

・“はくぎん GE”繭を用いて極薄織物を作出するとともに、太繊度繭“ありあけ”を用いて厚

地織物を作出し、KES 風合い試験と官能試験の結果を比較検討する。 

・遺伝子組換え細胞接着性繭糸を利用し、1mmφ～5mmφの小口径の人工血管用基材の作出に当
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たって、人工血管の切断時に糸がなるべく解れないタイトな構造の立体形成方法を検討する。 
・シルクわたの製造方法の簡略、効率化を進め、布団としての特性を明らかにし、商品化を図

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ホームページは随時更新し、利用しやすく速報性のある情報サイトとする。また、パンフレ

ットをフェアー時や見学者に配付し、またプレスリリース等情報発信を行なうことによって、

研究成果を国民に伝達し、理解されるようにする。プレスリリースは、中期目標期間内の総合

計値目標を達成する。 

②22 年度に遺伝子組換え関連の見学者対応用マニュアルを作成し、研究者等に配布し、見学対

応の際にわかりやすく情報を伝えるためのスキルアップを図る。 

③22 年度も遺伝子組換え農作物の展示ほ場と、除草体験を行う市民参加型展示ほ場を開催して、

双方向コミュニケーションを図りつつ、遺伝子組換え農作物や遺伝子組換え食品などの理解促

進に努める。また、NIAS オープンカレッジを東京において開催し、研究所の先端的研究活動を

継続的に情報提供するとともに、科学リテラシー向上の一助となる貢献を行う。 

④各種研究会を開催し、アグリビジネスフェア等に参加するとともに、ちびっ子博士への協力

やスーパーサイエンスハイスクールの見学対応をするなど青少年の科学への関心を高める取り

組みも行なう。 

⑤研究所公開や一般見学、市民参加型展示ほ場、NIAS オープンカレッジなどの各種イベントに

おいてアンケートをとり、研究に関するニーズや遺伝子組換えに対する受容度などを調査する。

また、各種フェアーでは産学官の連携を深めるとともに研究ニーズの把握に努める。 

 
（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主要な成果はプレスリリースによってマスメディアに取り上げられる機会を増加させるとと

もに、研究所のホームページを活用してその研究内容や主要研究成果を閲覧可能として最新の

情報を発信する。また、各種フェアーに積極的に参加して成果内容の伝達・普及を図る。 

③既存の知的基盤データベースをホームページからたどることによって検索可能とするととも

に、新規に構築したデータベースをウェブサイトで公開する。また、データベースは必要に応

じて他の機関のデータベースにリンクし、効率的な利用を可能とする。これらの基盤データベ

ースを随時更新し提供することによってバイオテクノロジー研究の中核的機能を果たす。 

 
（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研究成果を国民に伝達し、理解されるように積極的にプレスリリースを行うとともに、マス

コミの取材等に対応する。またホームページを活用してプレスリリース内容、イベント情報な

どを新着情報として発信し、メールマガジン、一般公開、各地で開催される行事に参加するな

ど、様々な手段を活用して広報活動を行なう。 
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（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、年間約 60 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ともに、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出願公開した特許等は、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。 

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、研究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 

 22 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２２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 

   

 

 

２１６ 

６，９８２ 

２１６ 

３，６９０ 

１５ 

８５５ 

 

１１，９７３ 

 

 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 

 

 

 

２，７９６ 

２１６ 

３，６９０ 

８５５ 

４２３ 

３，９９３ 

 

１１，９７３ 

 

  １．「松本地区土地売払収入」については、売却額を計上した。 

  ２．「松本地区移転経費」については、平成 22 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２２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   

 

10,785 

10,747 

3,993 

2,366 

3,470 

391 

526 

38 

0 

 

10,801 

6,737 

15 

3,690 

358 

0 

 

16 

2 

18 

 
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。 



 22

３．資金計画  

平成２２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  

 次期中期目標の期間への繰越金  

   

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 

 前年度よりの繰越金  

 

11,973 

     9,805 

1,624 

544 

0 

 

11,973 

10,687 

6,982 

3,690 

15 

1,070 

216 

855 

0 

0 

216 

 
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。 

             （単位：百万円） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

毒物・劇物等の薬品については、21 年度に試験運用したコンピューターを利用した管理システ

ムを、22 年度に本格導入し、適正な管理運用体制の確立を図る。 

施設・設備の内容 金 額 財  源 

病原微生物実験棟

改修 

216 施設整備費補助金 

  小   計 216  

昆虫遺伝子機能解

析実験棟改修 

764 松本地区土地売却収入 

  小   計 764          

  合   計 980  
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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、21 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。 


