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第Ⅰ章 独立行政法人農業生物資源研究所の概要

１ 業務内容

(１)目的

生物資源の農業上の開発および利用に関する技術上の基礎的な調査および研究、昆虫

その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験および研究等を行うことによ

り、生物の農業上の利用に関する技術の向上に寄与する。

(２)業務の範囲

①生物資源の農業上の開発および利用に関する技術上の基礎的な調査および研究並びに

これに関連する分析、鑑定および講習を行う。

②昆虫その他の無脊椎動物(みつばちを除く)の農業上の利用に関する技術上の試験およ

び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

③蚕糸に関する技術上の試験および研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行う。

④原蚕種並びに桑の接穂および苗木の生産および配布を行う。

⑤農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験および研究を行う。

２ 事務所の所在地

本部地区 〒305-8602 茨城県つくば市観音台2丁目1番地の2
(代表電話番号029-838-7406)

大わし地区 〒305-8634 茨城県つくば市大わし1番2
放射線育種場 〒319-2293 茨城県那珂郡大宮町大字上村田字長田2425番

(平成16年10月16日より下記に変更)

〒319-2293 茨城県常陸大宮市上村田2425番
新蚕糸技術研究チーム 〒390-0812 長野県松本市県1丁目10番1号
生活資源開発研究チーム 〒394-0021 長野県岡谷市郷田1丁目4番8号
昆虫遺伝研究チーム 〒408-0044 山梨県北巨摩郡小淵沢町6585番地

(平成18年3月15日より下記に変更)

〒408-0044 山梨県北杜市6585番地

３ 資本金の状況

17年4月の資本金は40,319,066,059円となっている。

４ 役員の状況

・平成13年4月1日
理事長(1人、任期4年) 桂 直樹（平成14年8月31日辞職）

岩渕 雅樹（平成14年9月 1日就任）

理事 (2人、任期2年) 井上 元

中島 皐介

監事 (2人、任期2年) 元井 葭子

立道 美朗（非常勤）

・平成15年4月1日
理事長(1人) 岩渕 雅樹

理事 (2人、任期2年) 北村 實彬

肥後 健一

監事 (2人、任期2年) 元井 葭子

松井 武久（非常勤）
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・平成17年4月1日
理事長(1人、任期4年) 石毛 光雄

理事 (2人、任期2年) 佐々木 卓治

名取 俊二

監事 (2人、任期2年) 堀尾 義矩

元井 葭子（非常勤）

５ 職員の状況

13年4月現在の常勤職員数は434名となっている。

15年1月1日現在の常勤職員数は423名となっている。

16年1月1日現在の常勤職員数は418名となっている。

17年1月1日現在の常勤職員数は414名となっている。

18年1月1日現在の常勤職員数は401名となっている。

６ 根拠法

独立行政法人農業生物資源研究所法(11年12月22日法律第193号)

終改正：12年5月26日(法律第84号)

７ 主務大臣

農林水産大臣

８ 法人の沿革

独立行政法人農業生物資源研究所は農林水産省の農業生物資源研究所と蚕糸・昆虫農

業技術研究所、畜産試験場の一部、家畜衛生試験場の一部が統合し、13年4月1日に発足

した。

９ 法人の組織

理事長 企画調整部

総務部

理事 【基盤研究部門】

基盤研究推進官

ゲノム研究グループ

監事 遺伝資源研究グループ

ジーンバンク

【昆虫・動物生命科学研究部門】

発生分化研究グループ

生体防御研究グループ

生体機能研究グループ

昆虫適応遺伝研究グループ

昆虫新素材開発研究グループ

昆虫生産工学研究グループ

【植物生命科学研究部門】

分子遺伝研究グループ

生体高分子研究グループ

生理機能研究グループ

新生物資源創出研究グループ

放射線育種場
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第Ⅱ章 中期目標期間の業務実績

第１ 中期目標の期間

〈中期目標〉

独立行政法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)の中期目標の期間は、平成13
年4月1日から平成18年3月31日までの５年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

独立行政法人農業生物資源研究所は、先端技術の開発・導入による農業の生産性の飛躍

的向上や農産物の新たな需要の創出及び農林水産業の新たな展開を可能とする新産業の創

出に関する基礎的な研究を担う機関として平成13年4月1日に設立された。農業生物資源研

究所がその課せられた目標を達成するためには、①農業生物資源研究所の研究の特色の明

確化、②「世界が競争相手」の意識、③研究者個人、研究チームのマニフェストの設定、

④研究チーム間の競争、といった全職員の意識改革が必要であるとの認識に立ち、理事長

のリーダーシップのもと、研究所の活性化に向けた諸々の改革を進めるとともに、国内外

の研究機関等との連携・協力においても積極的に取り組み、リーダーシップを発揮してき

た。

具体的には、以下のような取り組みを行った。

○意志決定システムの改善

意志決定機関としての「理事会」の権限と責任を明確化するとともに（トップダウン）、

「研究グループ長会議」のあり方を検討し、職員からの意見を吸い上げた上で、（ボトム

アップ）、研究所の重要事項の決定に資する討議・検討を行う場に改善した（15年度）。

○研究の重点化

今後の研究方向やあり方について検討する場として、将来構想委員会を設置し、（15年
度）、委員会では、独法評価委員会等からの指摘にあるように、研究を重点化し、研究所

の存在意義をアピールしていくことがもっとも重要であるとの認識に立ち、中長期的な研

究の重点化方向をとりまとめた。さらに、17年度には将来構想委員会の役割を拡充して、

体制準備室を設置し、18年度からの次期中期計画を策定した。

○研究活性化に向けた取り組み

一般研究費（運営費交付金）の研究グループ内の配分を研究グループ長の裁量とし、研

究費の柔軟な配分を可能とした（15年度）、また、13年度に所内公募制の「研究活性化経

費」を設け、研究の活性化・重点化を促進してきた。

評価の徹底により研究課題の効果的かつ重点的な推進を行うため、全研究グループ長を

評価委員とするピアレビューを実施し、中期計画の小課題ごとにその達成状況を評価する

とともに、問題点の抽出・改善を図った(14年度)

所員のインセンティブを高めることを目的に、若手研究者を対象とした「NIAS研究奨

励賞」及び研究職員以外の職員を対象とした「NIAS創意工夫賞」を設けた（15年度）。ま

た、海外留学による若手研究者の資質向上を図ることを目的に、所独自の在外研究制度を

設けた（15年度）。

職員に施設利用におけるコスト意識を持たせ、施設利用の効率化や流動化を促すことを

目的に、一部にスペース課金制度を導入した（17年度）。

○ベンチャー企業の支援と技術移転の促進

ベンチャー支援のために、当研究所の職員等がベンチャー企業を起こす際に、申請者等

をNIASベンチャー企業として認定し、施設設備の利用等の支援ができる制度を設けた（15
年度）。15年度には、家畜、畜産物等の遺伝子診断を業務とする「(株)プレスクライブ・

ゲノミックス」、絹タンパク質を利用したスキンケア素材の開発等を業務とする「(有)プ

ロライフ」、17年度には、抗体製剤の開発と抗体の新規利用法の開発等を業務とする「(株)

プリベンテック」の計3社のベンチャー企業が設立された。3つの会社をいずれNIASベン

チャー企業として認定している。
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特許取得や技術移転等を積極的に推進するために技術移転科を設置し（13年度）、専門

的知識を有する研究職員3名を配置するとともに、予算の重点配分を行った。また、「知

的財産権方針」及び「技術移転方針」を策定し（15年度）、研究所の研究成果の知的財産

権化と成果の技術移転に係る姿勢及びその方法を内外に明示した。これらの支援により、

５年間で200件の特許申請を行うという中期計画の目標を達成することができた。

○ニーズに即した組織の見直し

イネゲノムプロジェクト等によって得られた研究成果を、今後の研究の進展における情

報や研究材料として有効に利活用するための「イネゲノムリソースセンター」を設置し（15
年度)、国内外の研究者にリソースの提供を行った。また、遺伝子組換え試験研究に関す

る情報を広く国民に発信することにより国民理解の増進を図るために、「遺伝子組換え研

究推進室」を設置した（平成15年度）。さらに、中期目標達成のための研究の重点化及び

効率的推進のために、QTLゲノム育種、遺伝子組換え技術開発・情報発信、昆虫遺伝子機

能解析を目的としたそれぞれの研究センターを設置した（16年度）。これらのセンターに

は、研究スペース、研究資金、研究員の支援を行うことにより、イネゲノム研究の成果の

出口としての組換え体開発とPAに向けた情報発信、QTLゲノム育種研究、また、カイコ

ゲノム解読の成果を受けた、昆虫の重要機能の解析研究などを強力に推進した。

○動物・昆虫・植物生命科学研究におけるリーダーシップの発揮

農業生物を対象とした生命科学研究の中核的機関として、イネ、カイコ、ブタのゲノム

研究等における国内外の諸機関との連携・協力において、リーダーシップの発揮に努め、

大きな成果をあげてきた。

イネゲノム塩基配列解読は、10の国・地域よりなる国際コンソーシアムによって推進さ

れ、当研究所はその中心として常にリーダーシップを発揮し、平成14年には高精度概要解

読、また平成16年には完全解読を達成など、その成果は世界的に高い評価を受けている。

平成14年12月には東京で国祭コンソーシアムに参画した研究者及び政策担当者等の出席の

もと、小泉総理により世界に向けてイネゲノム高精度概要解読終了が宣言された。また、

平成16年12月には完全解読完了を農林水産大臣に報告した。

カイコゲノム塩基配列解読は、当研究所を中心に、東京大学、国立遺伝学研究所、農林

水産先端技術産業振興センター、タカラバイオ(株)との共同研究により、全ゲノムの約80%
を解読して公開した（15年度）。さらに、日本と同様にカイコゲノム塩基配列解読を進め

ている中国との間で、相互に補完しあって完全解読情報を得ることで合意した。（17年度）。

〈中期目標〉

運営費交付金で行う事業については、中期目標の期間中、毎年度平均で、少なくとも前

年度比１％の経費節減を行う。

〈中期計画〉

運営費交付金で行う事業については、中期目標の期間中、毎年度平均で、少なくとも前

年度比１％の経費節減を行う。

〈中期実績〉

運営費交付金で行う事業については、中期目標の期間中、毎年度平均で、前年度比１％

の経費節減を達成した。

１ 評価・点検の実施

〈中期目標〉

独立行政法人評価委員会(評価委員会)の評価結果は、資源配分、業務運営等に適切に

反映させる。評価委員会の評価の効率的かつ効果的な実施に資するため、研究所自らに

おいても、運営状況、研究成果について外部専門家・有識者等を活用しつつ、業務の点

検を行う。また、研究職員については、公正さと透明性を確保した業績評価を行い、評

価結果は研究資源配分等に反映させる。
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〈中期計画〉

① 外部専門家・有識者等を活用し、毎年度の報告に先立ち、自ら点検を行う。

② 主要な研究については、研究の推進方策・計画及び進捗状況の点検を行うとともに、

外部専門家・有識者等の意見を聞いて成果の評価を行い、その結果は研究資源の配分

に反映させるとともに公表する。

③ 評価項目、評価基準を定める等公正さを確保しつつ、研究職員の業績評価を行い、

その結果は処遇、研究資源の配分に反映させる。

〈中期実績〉

①グループ別または課題別評価検討会から始まり、生物研戦略会議、生物研評価委員

会に至るまでの諸会議の開催の流れを明確化し、各会議における自己点検及び生物研

評価委員会における評価項目及び評価基準を定めた。前年度の内部評価及び農林水産

省独法評価委員会の指摘を、次年度計画等に反映させるようにした(図１)。また、研

究グループ内の予算配分を研究グループ長の裁量に委ねることにより、農林水産省独

法評価委員会評価や内部評価の結果が研究資源の有効配分に活かせるようにした。

図１ 評価の体制図

②中期計画の小課題ごとの進捗状況を点検するために、全研究グループ長等(管理職)

を評価者とするピア・レビュー「課題評価検討会」を設け自己点検の出発点として位

置づけ、自己点検システムの充実を図った(平成14年度)。戦略会議においては、課題

評価検討会の評価結果について総括するとともに、当該年度の主要な研究成果(知の創

造への貢献、技術開発研究への貢献、農業生産への貢献、生物産業への貢献)を選定し、

冊子及びホームページ上で公開した。また、「組換え体開発研究の現状と展望」(平成15
年度)や「ポストゲノム研究の展開」(平成16年度)など時宜にかなう課題を重要研究問

題として取り上げ、外部の参加者も含めて議論を行い、農業生物資源研究所の研究推

進の参考とした。外部専門家・有識者からなる農業生物資源研究所評価委員会(15年度

には評価助言会議と改称)は、毎年度1回開催し、中期計画の達成度に対する評価にと

どまらず、農業生物資源研究所の役割や運営などに関して大局的見地からの助言をい

ただいている。この評価結果はホームページで公開した。

③研究職員の育成という観点から研究活動の面で優れた点を評価し、研究所の活性化

を図ることを基本にして、農業生物資源研究所職員業績評価実施規程及び評価項目、

評価基準を定めた評価マニュアルを作成して、毎年度研究職員の業績評価を行った。

課題評価検討会

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究所評価助言会議

プロジェクト推進会議・評価委員会

蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会

植物バイテク研究会

遺伝資源研究会

ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

業務実績報告書（案）、次年度計画（案）の作成

業務実績報告書

農林水産省・独立行政法人評価委員会

次年度計画

農林水産大臣

課題評価検討会

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究所評価助言会議

プロジェクト推進会議・評価委員会

蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会

植物バイテク研究会

遺伝資源研究会

ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

業務実績報告書（案）、次年度計画（案）の作成

業務実績報告書

農林水産省・独立行政法人評価委員会

次年度計画

農林水産大臣
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評価の結果及び評価の中で把握された研究職員が抱える研究推進上の問題点等を踏ま

え、適切な指導・支援等を行うことにより、研究の活性化に活かすようにした。なお、

評価の公平性を期するため、評価の過程で議論された事例について「研究業績評価マ

ニュアル事例集」としてとりまとめ、以後の評価に活用した。また管理職である研究

グループ長等の業績評価も行い、15年度の業績評価からその結果を勤勉手当の成績率

に反映させた。

２ 研究資源の効率的利用

〈中期目標〉

外部資金の獲得、研究資源の充実・効率的利用、施設機械の有効利用等を図る。

〈中期計画〉

① 中期目標達成に有効な競争的資金には積極的に応募し、研究資源の充実を図る。

② 研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

③ 施設・機械の有効利用を図るため、共同利用に努めるとともに、共用等が可能な機

械については、その情報をインターネットを介して広く公開する等、有効かつ効率的

利用に努める。

〈中期実績〉

①中期目標達成に有効な競争的資金には積極的に応募し、研究資源の充実を図った。

所内の研究者が科学技術振興調整費等の競争的資金制度のプロジェクトへ応募するこ

とを奨励し、研究グループ長等による応募書類の事前チェックの徹底等の支援を行っ

た結果、13年度に49件であった応募数が17年度には147件となり、採択率も約２倍に上

昇した。獲得した資金は年に698百万円～1,358百万円の範囲であり、全研究資金の約20
％を占める競争的資金は、当研究所の研究資源の充実に寄与した(表１)。

表１ ５年間の競争的資金の推移

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合計

競争的資金への応募件数 49 87 84 147 147 514

競争的資金の採択件数 5 11 12 29 36 93

採 択 率 10.2% 12.6% 14.3% 19.7% 24.5% 18.1%

合 計 金 額 (百万円) 698 1358 1134 871 898 4959

②研究費の重点的な配分の新たな仕組みとして、若手研究者の能力向上と柔軟な発想

による挑戦的な課題の遂行等の支援を目的とした所内公募制の「研究活性化経費」を

設け、5年間で総額239百万円を配分した。活性化経費で支援した中から、競争的資金

制度の科学技術研究費補助金、生研センターの新技術・新分野創出のための基礎研究

推進事業等に採択されるなどその効果が現れた。また、15年度からは一般研究費(運営

費交付金)の効率的かつ柔軟な配分を目的に、研究チーム等への配分はグループ長の裁

量とした。知的所有権の確保と成果の有効的利用を図るため、知的所有権関係経費へ

の重点配分を行い、こうした支援によって、5年間で200件の国内特許申請を行うとい

う中期計画の目標数を越える238件の特許申請を行った。

イネ、カイコ及びブタのゲノム研究の加速化を図るため、中期目標期間５年間に試

験採用、選考採用及び任期付任用によって採用した34名の研究員のうち、その約１／

５にあたる７名をゲノム研究分野に重点的に配置した。こうした人員配置での支援も

あって、ゲノム研究において国内外からの高い評価を得ることができた。また、極め

て新しい研究分野であるゲノムインフォマティクスの若手研究者２名を採用すること

により、イネゲノム全塩基配列解読完成を受けて、つくば市やマニラ市で開催された

国際イネアノテーション会議において中心的な役割を担うことができた。

③組換え体温室、植物ゲノム機能解析棟などの施設及び実験圃場については、運営委
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員会や圃場委員会などを設置し、年間の利用計画や利用者間の調整等を図ることによ

り、効果的かつ効率的な利用・運営に努めた。また、大型の競争的資金による研究を

円滑に遂行するため、プロジェクト終了までの時限的使用スペースの確保など施設の

弾力的な利用を図った。さらに施設の有効利用を促進するため、15年度以降、施設利

用の詳細な実態調査を行い、17年度には一定以上の面積を使用する場合には面積に応

じて課金する制度を試行的に導入した。研究所の共通経費から維持費等の経費を配分

し適切な維持管理を図ることにより、共用機器の有効かつ効率的な利用に努めた。ま

た、共同研究等を通じて、各種施設や共用機器の利用機会を外部の研究者に与えた。

他の独立行政法人と相互に利用する施設等については、覚書を交わし、施設の有効利

用と事業の円滑な推進を図った。

３ 研究支援の効率化及び充実・高度化

〈中期目標〉

研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識を有する者を配置する等、研究支

援業務の効率化、充実・強化を図る。また、必要に応じ、外部委託等の活用を図る。

〈中期計画〉

① 特許、品種登録等の知的所有権の取得・移転に係る支援態勢を強化する。

② 農林水産省研究ネットワーク等を活用して、研究情報収集・提供業務の効率化、

充実・強化を図る。

③ 施設、機械等の保守管理については、業務の性格に応じて外部委託に努める。

〈中期実績〉

①研究所発足に伴って、知的所有権の取得と技術移転業務の強化を図るため、企画調

整部に技術移転科を設置し(13年度)、専門的知識を有する研究職員3名を配置すると

ともに、予算の重点的配分を行った。技術移転科職員に弁理士養成のための講座(2
年間)を受講させたり、米国大学技術管理者協会(AUTM)年会(開催地：オークラン

ド)に派遣する等、各種研修等に参加させることにより資質の向上に努め技術移転科

の機能強化を図った。産業利用上有用な成果の戦略的な権利化と経費の効率的使用

のため、職務発明審査会の審査方法を見直し、専門的知見を有する者による十分な

審査を行った。

また、「知的財産権方針」及び「技術移転方針」を策定し(15年度)、農業生物資源研

究所の研究成果の知的財産権化と成果の技術移転に係る姿勢及びその方法を所内外

に明示した。これらの支援によって、中期目標期間における国内特許申請の目標を

達成することができた(目標値：200件、13年度42件；14年度63件、15年度56件、16
年度37件、17年度40件、合計238件)。

②有料オンラインジャーナルについては、他の農業試験研究関係独立行政法人とのマ

ルチライセンスの共同利用や日本薬学図書館協議会コンソーシアムへの参加等によ

り、購読雑誌のオンライン化に積極的に取り組んだ。その結果、同じ予算規模で平

成13年度には36誌であったものが、平成17年度には1,200誌のマルチサイト利用が可

能となった。農業生物資源研究所ニュースに加えて、研究所資料、研究所年報、Annual
Reportといった刊行物をオンラインジャーナル化し、研究所のホームページから外

部へより多くの研究情報を発信した。利用者の利便性を高めるため、15年度に農業

生物資源研究所のホームページをリニューアルした。農業生物資源研究所が公開し

ている主なホームページを表２に示した。
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③施設、機械等の保守管理に当たっては、特殊な資格や技能を必要とする業務、許認

可を受けた専門業者でなければ行うことのできない業務、職員が行うより外部委託

した方が効率的な業務について積極的に外部委託を行った。契約に当たっては、委

託内容を精査するとともに、競争契約の拡大など契約方法の見直しを行って、契約

金額の低減に努めた(表３)。

表３ 外部委託業務の５年間実績 (金額：百万円)

委託業務区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

庁舎管理等業務 30 45 46 46
60 400 60 370

施設・設備保守管理業務 50 349 77 365

研究用等機械・器具保守 30 590 80 600 70 608 128 522
管理業務

合 計 90 990 140 970 150 1,002 251 933

４ 連携、協力の促進

〈中期目標〉

他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、研究目標の共有、共同研究、人的交流

の促進を行い、独立行政法人全体としての農林水産業等に関する研究水準の向上を図る。

また、研究の効率的な実施のため、国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機関等と

の共同研究等の連携・協力及び研究者の交流を行う。

(１)他の独立行政法人との連携、協力

〈中期計画〉

表２ 農業生物資源研究所の主なウェブサイト

ウェブサイト／データベース （アドレス）

所公式ウェブサイト (http://www.nias.affrc.go.jp)

農業生物資源ジーンバンク＜植物遺伝資源部門、微生物遺伝資源部門、動物遺伝資源部門＞

（http://www.gene.affrc.go.jp / index_j.html)

蚕糸関連遺伝資源データベース (http://www.nises.affrc.go.jp/nises/db.html)

農林水産DNAバンク (http://bank.dna.affrc.go.jp/)

イネゲノムプロジェクト (http://www.nias.affrc.go.jp/project/inegenome/)

イネゲノム研究プログラム(RGP） (http://rgp.dna.affrc.go.jp/)

イネ完全長cDNAデータベース(KOME) (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/cDNA/)

イネ発現遺伝子データベース(RED) (http://red.dna.affrc.go.jp/RED/)

Rice PIPELINE (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/)

ミュータントパネルデータベース (http://tos.nias.affrc.go.jp/~miyao/pub/tos17/)

イネマイクロアレイサテライト(RMOS）(http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RMOS/main.html)

イネゲノムリソースセンター(RGRC) (http://www.rgrc.dna.affrc.go.jp)

カイコゲノム研究プログラム(SGP） (http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm)

Silk New Wave (http://www.nias.affrc.go.jp/silkwave/hiroba/silk_wave.htm)

家畜ゲノムデータベース(AGP） (http://animal.dna.affrc.go.jp/agp/index-j.html）

ブタESTデータベース(PEDE) (http://pede.dna.affrc.go.jp/)
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① 他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、研究目標の共有、共同研究、人事交

流を含めた連携、協力を積極的に行う。また、独立行政法人農業技術研究機構が行う

多様な専門知識を融合した総合研究に必要に応じて協力する。

② ジーンバンク事業等の他の独立行政法人との連携・協力を必要とする業務について

は、そのための連絡調整を緊密に行う。

〈中期実績〉

①他の独立行政法人との連携・協力

農業生物資源研究所共同研究実施規程、依頼研究員受入れ規程、職務発明規程等を

定め、他の独立行政法人や大学等との共同研究や技術移転を積極的に推進した。農林

水産省所管の試験研究を主たる業務とする８独立行政法人との間で研究協力に関する

協約を結んだ(13年度)。その後、独立行政法人国際農林水産業研究センターとの間で

国際共同研究についての協約を、14年度には家畜改良センターとの間で研究協力に関

する協約を結んだ。こうした協約により、他の独立行政法人との間で5年間に41件の研

究協力を行った。植物バイテク研究に関する農業技術研究機構との間の連携・協力関

係をさらに強化するため、植物バイテク研究の諸問題を協議する「連携会議」を発足

させた。農業技術研究機構が行う２つの融合研究(「安全性に配慮した実用的な病害抵

抗性組換えイネ系統の開発」及び「トリプトファン含量の高い飼料用イネの開発」)に

協力するため、それぞれ１名ずつの研究職員を併任として派遣した。また、同研究機

構の動物衛生研究所プリオン病研究センターに2名の研究職員を併任として派遣した。

人事交流についても積極的に行い、他の独立行政法人との間で5年間に71名(うち研究

職20名)の転出と68名の転入(同18名)を行った。

②ジーンバンク事業における連携・協力

関係独立行政法人6機関参画の下、ジーンバンク事業連絡協議会を開催し、毎年度の

事業実績の検討と年度計画の立案を行い、さらに、外部委員からなるジーンバンク事

業評価委員会の評価を受け決定される年度計画に基づき、他の法人と連携して業務を

推進した。他の独立行政法人等との連携・協力により、5年間に植物30件、微生物16件
の国内探索調査、並びに植物19件、微生物3件、動物2件の海外探索調査を実施し、植

物3,031点、微生物838株の遺伝資源を収集した。

(２)産学官の連携、協力

〈中期計画〉

① 国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機関等との共同研究及び研究者の交流等

を積極的に推進する。

② 研究を効率的に推進するため、行政との連携を図る。

③ 科学技術協力に関する政府間協定等を活用し、先進国等との共同研究を推進する。

④ 国の助成により公立機関等が実施する研究等への協力を行う。

⑤ 毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、研究推

進のための会議を開催し、相互の連携・協力のあり方等につき意見交換等を行う。

〈中期実績〉

①農業生物資源研究所は、平成9年に結成された日本、米国、中国、台湾、フランス、

インド、韓国、ブラジル、タイ、イギリスの10か国・地域からなる国際コンソーシア

ム(国際イネゲノム塩基配列解析プロジェクト、 IRGSP)の中心的役割を担い、平成14
年度にイネゲノムの重要部分の高精度概要配列を解読し、さらに２年間をかけて完全

解読を進め、平成16年12月にその目標を達成した。平成14年12月には小泉総理により

イネゲノム高精度概要解読終了が宣言され、平成16年12月には完全解読の達成が農林

水産大臣に報告された。農業生物資源研究所は農林水産先端技術研究所と共同で全体

の約55％の解読に貢献した。 IRGSPのイネゲノム全塩基配列完成を受け、農業生物資

源研究所は産業技術総合研究所及び国立遺伝学研究所と共同で国際イネアノテーショ

ン計画(RAP)を組織し、平成16年12月にはつくば市で、平成17年11月にはフィリピン

の国際イネ研究所(IRRI)と共同でマニラ市で、さらに平成18年2月にはつくば市でアノ
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テーション会議を開催した。また、イネゲノム解読を土台として、国際イネ研究所(IRRI)
との間で、研究協力に関する包括的な合意書を取り交わして共同研究を進めるととも

に、国際農業研究協議グループ(CGIAR)のチャレンジプログラム「貧しい人々のため

の遺伝資源の多様性の解明」の参画研究機関となり、指名委託研究課題を分担担当し

た。

農林水産省委託プロジェクト「イネゲノムプロジェクト」は、大学、民間等との連

携の下に推進し、5年間で100個以上のイネ遺伝子単離というプロジェクトの目標に対

して、105個の単離に成功した。また、農業生物資源研究所を中心に、理化学研究所、

国際科学振興財団と共同で、約４万のイネ完全長cDNAクローンの解析を行い、データ

ベースKOMEとして公開した。得られた成果は、(株)アジレントよりオリゴDNAアレ

イが市販されたり、理化学研究所との共同でイネ完全長cDNAを網羅した「DNAブック」

が作成されるなど極めて有効に活用された。

カイコゲノム研究では、農業生物資源研究所を中心に、東京大学、国立遺伝学研究

所、農林水産先端技術研究所、タカラバイオ(株)との共同研究により、全ゲノムの約80
％を解読した。

ブタゲノム研究では、農林水産先端技術研究所、公立試験研究機関と共同で、マー

カー選抜のプロジェクトを実施した。

5年間で実施した共同研究の相手先と件数は、民間企業73件、大学62件、公立試験研

究機関26件、独立行政法人41件等で計222件であった。共同研究を推進する中で、企業、

大学等との特許の共同出願を進めた結果、13年度31件、14年度20件、15年度25件、16
年度13件、17年度13件、合計102件の国内特許共同出願を行った。

5年間で民間及び公立試験研究機関から依頼研究員37名、大学等から講習生465名、

国際協力事業団(JICA)等から海外研修生66名を受け入れた。また、筑波大学大学院、

東京大学大学院等に教授や非常勤講師として研究職員80名を派遣し、大学との連携を

積極的に進めた。

研究成果・情報の受発信に加えて、国際的な研究者の交流を目的として、国際シン

ポジウムやワークショップを5年間で37回開催した(参加人数の合計は約6,000人)。

②植物精米科学研究の推進に向けて、総合科学技術会議評価専門調査会で実施された

農林水産省の研究開発施策「イネゲノム機能解析研究」に関する検討会に関係研究グ

ループ長を派遣するなど行政部局との連携・協力を行った。昆虫産業の創出に資する

ために、農林水産省、農林水産先端技術産業振興センター農林水産技術情報協会、開

催地の自治体などと連携して、「昆虫産業創出サミット」(開催地：東京)や「昆虫産

業創出ワークショップ」(全国7カ所で8回開催)などを開催した。これらの企画を通じ

て民間企業の昆虫産業への関心と期待が高まり、農業生物資源研究所を中心に実施さ

小泉総理に報告 2002.12

イネゲノム解読で国際貢献

島村農水大臣に報告 2004.12
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れている農林水産省委託プロジェクト「昆虫テクノロジー」に民間会社7社が参画する

こととなった。また、「動物に関する先端技術研究の産業化意見交換会」(全国4カ所)

を開催し、成果の普及と産学官の交流に努めた。

③科学技術協力に関する政府間協定を活用して5年間で、延べ18か国と210件の共同研

究を行った。実施件数が も多かったのは米国で43件、次いでイギリス22件、中国21
件であった。平成17年度には、米国のコーネル大学農業生命科学部及びミネソタ州立

大学との間で研究交流・協力を促進するための共同研究覚書(MOU)を交わした。

④公立研究機関が実施している先端技術等地域実用化研究促進事業(バイオテクノロジ

ー実用化型)による助成研究や指定試験事業(桑品種育成)に協力し指導を行った。

⑤関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、「蚕糸・昆虫機能研究

全国連絡会」、「植物バイテク研究会」、「遺伝資源研究会」（テーマ：遺伝資源とゲノ

ムリソースを利用した病害抵抗性機構の解明と技術開発戦略、参加者：27名）、「農業

生物資源研究推進戦略会議」（目的：課題評価検討会の総括、主要研究成果の選定、

プロジェクト推進会議・評価委員会等の報告検討、次期中期目標期間における研究戦

略の検討、出席者数：66名）を開催し、研究情報の交換、研究推進に関する意見交換、

要望の把握等を行った。

５ 管理事務業務の効率化

〈中期目標〉

事務処理の迅速化、簡素化、文書資料の電子媒体化等による管理事務業務の効率化を

行う。

〈中期計画〉

事務の簡素化と迅速化を図るため、ＬＡＮ等を有効に利用するとともに、会計処理、発注業

務の電子化を進め、事務処理に係わる新たなソフトウエア等の導入を行う。

光熱水の節約等により、管理経費の節減を図る。

〈中期実績〉

会計処理・発注事務の電子化について、契約発注依頼を研究室等から直接入力できる

原課システムを導入し、システムの本格稼働に向けた改善を行い、契約発注業務の効率

化を図った。17年度には、システムを全面的に更新し、セキュリティと操作性の一層の

向上を図るとともに、旅費計算システム、賃金計算システムとのデータ移行の機能性を

高めた。また、支所等が自ら行ってきた各種支払事務を本所に一元化して効率化を図る

とともに、業務上必要な現金の支払いや常用の雑費で１件２万円以内の少額なものにつ

いて直接現金払いを行う小口現金制度の活用を開始し、日常の細々した会計手続きの簡

素化と迅速化を図った。

同報メール、行事予定・会議室予約システム及びホームページを活用し、連絡文書等

の簡素化並びに情報伝達の迅速化等に努めた。

人事管理システムを導入し、職員の採用から退職までの人事データをトータルに管理

できるようにし、人事管理業務の効率化を図った。組換えDNA実験計画書や一部の課

題提案書や報告書の作成・提出をウエブで行えるシステムを開発した。

毎年多額となる光熱水料と施設維持管理経費を中心に管理経費の抜本的な節減を図る

ため、「施設の効率的利用計画」及び「省エネルギー(電気)中長期計画」を策定し、年

次計画による節減対策を実施した。

「施設の効率的利用計画」では、現状調査を行い、施設の効率的利用と集約化の観点

から使用スペースの配分見直しを行った。17年度にはスペース課金制度を導入した。

「省エネルギー(電気)中長期計画」では、3カ年で電気使用量を3％削減を目標に低減

させることとし、区分管理や運転調整が可能となる電気配線系統の見直し改修や計器類

の整備を行うこととし、年次計画に基づき実施した。

電力契約に当たっては、契約種別や契約方法の見直しなどによって、電力需給契約量

及び契約料金の低減を図った。日常的には、空調設備や照明器具等の省力型への更新や

職員への省エネ意識の徹底などに取り組んだ。
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メールなどの電子通信手段の活用促進により、郵便料金等通信運搬費の節減に努めた。

主な節減実績 (単位：千円)

(13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度)

光熱水料 520,610 508,501 512,242 526,943 541,402
通信運搬費 30,732 29,226 26,984 22,926 19,273

注1)15年度の光熱水料の増加は、14年度の構造生物学研究棟の新築に起因する。

注2)16年度の光熱水料の増加は、猛暑、厳寒の年であったために夏季の上・下水道

の使用量が増嵩したこと、及び灯油価格の大幅な上昇があったことによる。

注3)17年度の光熱水料の増加は、原油価格の大幅な上昇があったことによる。

平成16年度 平成17年度 17－16年度

灯油（ｋ１） 1,190 1,073 ▲ 117
重油（ｋ１） 114 106 ▲ 8
金額（千円） 52,688 73,476 20,788

６ 職員の資質向上

〈中期目標〉

職員への研修、資格取得等の促進を通じた資質向上に努める。

〈中期計画〉

① 業務上必要な各種の研修に職員を積極的に参加させるほか、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。

② 各種制度を積極的に活用し、職員の在外研究の機会の増加に努める。

③ 博士号の取得を奨励し、適切な指導を行う。

〈中期実績〉

①研修・講習への参加

業務上必要な各種研修及び講習会に、5年間で一般職員111名、技術専門職員44名、研

究職員34名を参加させ資質の向上に努めた。国内留学規定に基づき、研究職員3名を国

内の大学等へ留学させたほか、客員研究員受入規程に基づき3名の研究者(他独立行政法

人から2名、大学から1名)を招聘し、研究員に対し研究手法等の習得と資質向上の機会

を与えた。また職員について業務上必要な資格取得を促進するため、講習の機会の設定

及び経費の補助を行った結果、47名の職員が日商簿記検定、第1種衛生管理者、エネル

ギー管理員(電気管理)、甲種危険物取扱者、第1種放射線取扱主任者などの資格を取得

した。

②在外研究

外部の在外研究制度の利用を進めるとともに、所独自の在外研究員制度を設けて、5
年間で延べ21名の研究職員に海外留学の機会を与えることにより、資質の向上に努めた。

③博士号取得の奨励

博士号未取得者については、研究グループ長、研究チーム長等がその取得に向けて

指導を行うとともに、社会人大学院等の制度の活用を支援することにより、5年間（13
年度：2名、14年度：4名、15年度：7名、16年度：6名、17年度：2名）で計21名が博士

号を取得した。博士号取得者は219名になり、全研究職員の80%を占めるに至った。

博士号取得率の推移

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 計

人数 ２人 ４人 ７人 ６人 ２人 ２１人

率 52% 58% 71% 80% 80％
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第３ 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事項

農業生物資源研究所は、農業生物を対象とした生命科学研究の中核的機関として、国内

外の諸機関との連携・協力を通じて、以下の主要な研究成果を挙げた。

【５年間の主要な研究実績】
●基盤研究

○顕微授精による子豚の作出(D151)
希少動物遺伝資源の長期凍結保存に貢献

○栽培イネのコアコレクション(E121)

○ツルアズキの新規殺虫成分(D121)
ジーンバンクのコレクションから有用物質を発見

●植物科学
○イネゲノム全塩基配列の完全解読(A112)

イネゲノムの完全解読

セントロメアの
染色写真

A112

イネ
ソルガム

トウモロコシ

コムギ・オオムギ

40倍

7倍◆ ３億７千万塩基対

◆ ９９．９９％精度

◆ 3万7544個の遺伝子

ギャップを埋める

セントロメア解読

イネゲノム完全解読

第８染色体セントロメア領域
(1,972,546塩基) 解読

◆155塩基の繰り返しが442回
◆多種類のトランスポゾンが存在
◆機能遺伝子が存在

Nature (2005)
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海外での遺伝資源の探索収集（植物15隊、微生物2隊、動物2隊）等により目

標以上に収集受入が進み、植物約22,000点、微生物約6,000株、動物250点を

新たに導入した。遺伝資源の新たなリソースとして世界と日本のイネ・コア

コレクションを作成し配付を開始した。
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○イネミトコンドリアゲノムの解読(D111)
穀類育種における母系の遺伝的解明に貢献

○イネミュータントパネルの作出と遺伝子機能解析への利用(A221)
貴重なリソース遺伝子の単離に貢献

○イネいもち病圃場抵抗性を付与(A211)
ゲノム情報を利用したイネ育種への貢献

○ペチュニアジンクフィンガー型転写因子の導入による乾燥耐性の向上(B123)
植物の乾燥耐性付与に貢献

○イネの低グルテリン変異体遺伝子の単離と新品種系統の育成(B331)
腎臓病患者のタンパク質摂取制限に貢献

○イネの光シグナル応答(A621)
光による植物の成長コントロールに貢献

○植物と共生菌のメカニズム解明(A651)
根粒菌と共生しない作物に窒素固定能付与の可能性を与えた

○花粉症緩和米の有効性をマウスで確認(B131)

○糖尿病予防の健康機能米の開発(B131)
マウスで血糖値低下が確認された

○イネでコエンザイムQ10を生産(B131)
コエンザイムQ10の新規生産方法の開発に貢献

●昆虫科学
○全ゲノムショットガン方式によるカイコゲノム塩基配列の概要を解読(A132)

花粉症緩和米の有効性マウスで確認

非形質転換体

形質転換体＃１０

0.6 k GluB-1 T2.3 k GluB-1 Promoter 7Crp
GluB-1
Signal KDEL

形質転換体に導入した遺伝子の構成

目的とする7crpペプチドを胚乳だけで発現

胚乳特異的発現を制御する領域 7ｃ ｒ ｐ ペプチド

小胞体への係留信号小胞体への移行信号

終結信号

エピトープを
胚乳に集積

0

10

20

30

40

回
数

普通米 緩和米

くしゃみIgE抗体

普通米 緩和米

1

2

3

4

5

6

7

抗
体
量

非形質転換体

形質転換体

マウスに１ヶ月経口投与

胚乳 胚 対照 PNAS (2005)

異物として認識
防衛反応

アレルゲンでなく
食物として認識

アレルギー反応なし。

ヒスタミン放出

スギ花粉

花粉症のアレルゲン性に
関わる部分のタンパク質

B131

エピトープ摂取
免疫寛容：経口投与でのアレルギー緩和機能

エピトープを
胚乳に集積

2300万人

スギ花粉抗原由来のヒトT細胞エピトープを7個連結した7Crpペプチドをイネ

胚乳中に高度に蓄積させた花粉症緩和米を作出した。マウスに経口投与し、

アレルギー症状緩和を伴う免疫寛容が誘導されることを示した。

わが国を中心として世界10カ国が参加した国際コンソーシアムによってイネ

(品種・日本晴)の全ゲノム塩基配列の99.99％の高精度での完全解読を、2004
年12月に終了した。わが国は55％の解読を実施した。
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○カイコの突然変異第一白卵とキヌレニン酸化酵素遺伝子を利用した新規マーカーの開発

カイコの形質転換技術の確立 (D341)
○遺伝子組換えでカイコの変態を制御(A542)

昆虫の成長を制御可能
○植物乳液中システインプロテアーゼが植物の耐虫性に果たす役割の解明(A662)

植物乳液中に存在する有用物質を利用した新しい農薬の開発や耐性育種に貢献
○カイコ後部絹糸腺で遺伝子発現(D341)

後部絹糸腺で組換えタンパク質生産に貢献
○カイコ中部絹糸腺で遺伝子発現(D341)

中部絹糸腺で組換えタンパク質生産に貢献
○ネムリユスリカの乾燥耐性－水で戻すと生き返る動物細胞－(A571)

細胞や組織の常温乾燥保存に貢献
○ホーネットシルクの精製と成型(C431)

絹タンパク質と異なる機能を有するホーネットシルクは新規素材として有望

●動物科学
○ブタ椎骨数の責任遺伝子を特定(B221)

豚の産肉性改良の育種に貢献
○ES細胞の発生能を事前評価(A511)

全能性維持解明と分化のコントロールに貢献
○無精子症の遺伝子と生理機能(D151)

雄性不妊の原因遺伝子の解明に貢献
○ヒト補体制御因子の高発現クローン豚(A513)

カイコゲノムDNA
（4.5 - 4.9億塩基対）

約140万個の断片
両端の配列を500塩基対ほど読む

RAMEN アセンブラー

コンピュータソフトで280万塩基配列をつなぐ

つながった塩基配列（シーケンスコンティグ）

全ゲノムショットガン方式による

カイコゲノム概要塩基配列の解読

（約１６億塩基）

（シーケンスコンティグ総数： ２１万３千個）
シーケンスコンティグの総長： ３億９千万塩基対

カイコゲノムの８０％に相当

カイコの形質転換技術の確立と
その利用

ヘルパー

外来遺伝子

ベクター（piggyBac）

（遺伝子を組み込む
酵素）

カイコ卵へ微量注射

カイコ由来選抜マーカーの開発

GAL4/UASシステムを利用した遺伝子発現制御系の開発

形質転換
技術の確立

カイコでは、ゲノムの80％をカバーするBACコンティグ(物理地図)を作成した。

1,100個以上のBACマーカーがのった1cM程度の高密度遺伝子地図を作成した。

また1,100個以上のcDNAを染色体上にマップした。カイコESTデータベースは全

遺伝子の85％をカバーしている。

ブタ臓器表面上に存在するαGal抗原を特異的に切断する酵素をブタ細胞で発現

させ、その細胞を基にEndoGalＣを発現するクローンブタを作出した。移植医療

で代表されるバイオメディカル領域への貢献が期待される。
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○遺伝子組換えヤギの誕生(A511)
乳汁中に有用生理活性物質が分泌される

また、中期目標および中期計画で定められた数値目標を達成した。

農業生物資源研究所の研究職員が挙げた研究業績に対して、 2004年にはタイ王国の

Golden Sickle Award、国際コメ年記念FAO 優秀論文賞が授与された他、表に示すように

５年間で日本育種学会、日本応用動物昆虫学会、日本畜産学会、日本植物病理学会、日本

蚕糸学会等学会賞が授与されており、国内外の学会等からも高い評価を受けている。

１ 試験及び研究並びに調査

〈中期目標〉

(１)重点研究領域

ヒト補体制御因子の高発現クローン豚

非組換え豚

ヒト大動脈
内皮細胞

ヒト臍帯血内
皮細胞

クローン豚
核
移
植

移植胚数 ： 1736
産子数 ： 9頭
生存産子数 ： 1頭

世界で３例目
（公的機関で初）

A513

ヒトの30倍の発現量
（発現量で世界一）

世界初の体細胞ｸﾛｰﾝ豚
Science (2000)

3.19%

MFI: 4.74

DAF:移植の拒絶反応を抑制

遺伝子導入

薬剤選択

ブタ新生児

核移植→（個体作出）

従来法
を改良

染色体異常

短縮

短縮

全身でＥＧＦＰが発現

セルソーターで
hDAF高発現
細胞を選択

移植医療などバイオメディカル領域への貢献

導入胎児由来細胞

染色体異常

3%

項   目 ５年間の達成目標 ５年間の達成値

特許出願 200 238

新品種登録申請 5 23

論文数 1,740 1,792

普及に移しうる研究成果 10 22

イネ有用遺伝子単離 100 105

ミュータントパネル整備 40,000 50,000

年度 受賞内容 計

平成１３年度 日本育種学会賞、日本植物生理学会論文賞　など　 ８件

平成１４年度 日本植物病理学会賞、日本昆虫学会賞　など　 １０件

平成１５年度 日本育種学会論文賞、日本植物生理学会論文賞　など １４件

平成１６年度 日本草地学会賞（斉藤賞）、日本畜産学会賞　など １３件

平成１７年度 日本育種学会賞、日本植物生理学会論文賞　など　 １９件

合　　計 ６４件
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平成11年７月に制定された「食料・農業・農村基本法」及びその理念や施策の基本

方向を具体化した「食料・農業・農村基本計画」並びに平成11年11月に策定された「農

林水産研究基本目標」に示された研究開発を行うため、研究所においては、「ゲノム

生物学等を利用した生命科学研究」、「農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術

の開発」、「新産業の創出を目指した研究」及び「バイオテクノロジーを支える基盤

技術の開発」を重点研究領域として設定する。また、緊急に解決すべき問題について

は、研究開発を積極的に推進する。なお、研究開発に当たっては、安全性の確保に十

分配慮する。

(２)研究の推進方向

研究に係る目標の作成に当たって、次のように定義した用語を主に使用して段階的

な達成目標を示す。また、研究対象等を明示することにより、達成すべき目標を具体

的に示す。

技術の開発

取り組む：新たな研究課題に着手して、試験及び研究を推進すること。

解明する：原理、現象を科学的に明らかにすること。

開発する：利用可能な技術を作り上げること。

確立する：技術を組み合わせて技術体系を作り上げること。

育 種

取り組む：新たな育種課題に着手して、育種研究を推進すること。

開発する：育種に必要な系統又は素材を作出すること。

育成する：品種又は中間母本を作出すること。

ア ゲノム生物学等を利用した生命科学研究

(ア)ゲノムの構造解析とゲノム情報解析システムの確立

〈中期目標〉

ａ イネゲノムの全塩基配列の解読・公開を加速化するとともに、イネの完全長cD

NAライブラリー等を早急に整備し、機能解明を進める。

ｂ 家畜及びカイコのcDNAライブラリーを整備するとともに、高密度遺伝地図、物

理地図を開発する。

ｃ 塩基配列中の遺伝子の領域と機能を推定する第１世代コンピュータプログラム

を開発するとともに、地図情報、生理機能等を含む包括的ゲノム情報解析システ

ムの開発に取り組む。

〈中期計画〉

(１)イネのゲノム構成及びイネゲノムのDNA塩基配列の解析

イネゲノムにおける機能遺伝子や反復配列の分布等の大まかな構造をDNAの塩

基配列に基づく位置情報を利用して解析する。イネゲノム中の主要な遺伝子領域に

ついて解析を効率化するための技術開発を行い、全塩基配列の解明を目指す。また、

イネゲノム中の非遺伝子領域における特殊な配列領域を解析するための技術を開発

する。

(２)イネ完全長cDNAクローン収集とデータベースの構築

生研機構が主体となって進めているイネ完全長cDNAクローンプロジェクトから

約３万個のcDNAを受け取ってライブラリーを構築するとともに、それらに関する

情報と既存のＥＳＴクローン情報等を統合したcDNAデータベースを構築する。

(３)ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

ブタ等のゲノム構造を明らかにし、それを基に染色体特定領域については約1,000
マーカーの高密度遺伝地図、物理地図を作成する。また、カイコではゲノムのＢＡ

Ｃクローンを蓄積してライブラリーを構築し、コンティグ化を行うことにより95％
以上をカバーする物理地図を作成するとともに、１ｃＭ程度の高密度遺伝地図の作

成と約1,000個のcDNAのマッピングを行う。
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(４)ゲノム機能予測技術の開発

イネゲノム等からタンパク質コード領域及び発現制御領域を効率よく予測する技

術を開発する。また、コンピュータ上で細胞の代謝や交配実験等をシミュレートす

るシステムのプロトタイプを開発する。

(５)イネゲノム等統合データベース基盤の開発

イネゲノム等に関する既存の染色体地図情報、配列情報と、塩基配列情報、遺伝

子情報、機能情報等の異なる情報を有機的に連結する共通基盤技術を開発する。

〈中期実績〉

(１)イネのゲノム構成及びイネゲノムのDNA塩基配列の解析 (A112)

わが国を中心として世界10カ国が参加した国際コンソーシアムによってイネ(品

種・日本晴)の全ゲノム塩基配列の99.99％の高精度での完全解読を、2004年12月に

終了した。わが国は55％の解読を実施した。物理地図に沿ってクローンを整列化し、

重なりを排した配列は370,733,456塩基からなり、推定イネゲノム長の95％を占めて

いた。遺伝子予測を行い37,544個の遺伝子を見いだした。解読困難領域についても、

第８染色体のセントロメア部分の完全解読に成功した。またFISH法を用いてギャ

ップ領域の長さを測定し、7カ所のテロメア付近の構造を明らかにした。

小課題A111とA112は、イネ全塩基配列の解読において国際的に貢献した。イネ

ゲノム完全解読の成果は極めて大きい。原著論文も多く、論文の質は高い。

(２)イネ完全長cDNAクローン収集とデータベースの構築

イネ完全長cDNAライブラリーを構築し、17万を越えるクローンの両端端読み配

列から代表クローン32,127を選抜し、その全長配列を高精度に決定した。DDBJに登

録するとともに、KOMEデータベースより公開した。さらに、イネ完全長cDNAプ

ロジェクト全体で収集された38万クローン由来の58万件の端読み配列に関しても

DDBJに登録するとともに、イネゲノム配列にマッピングし約3万の遺伝子に対応す

ることを確認した。32,127の全長配列、および58万の端読み配列は国際コンソーシ

アムのイネアノーテーションプログラムにも利用し、イネ遺伝子同定に役立てた。

(３)ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成 (A132)

ブタ高密度遺伝地図については、1,345個のマイクロサテライトマーカーと2,687
個のESTをマップしたRH地図を完成させた。また、各種臓器の完全長cDNAライブ

ラリから得た150,000以上のEST情報より、ブタ遺伝子発現情報データベースを構築

した。cDNA完全長解読のために２万個以上のcDNAクローンを選抜し3,374個のcDNA
全長の解読を完了した。カイコでは、ゲノムの80％をカバーするBACコンティグ(物

理地図)を作成した。1,100個以上のBACマーカーがのった1cM程度の高密度遺伝子

地図を作成した。また1,100個以上のcDNAを染色体上にマップした。カイコESTデ
ータベースは全遺伝子の85％をカバーしている。

小課題A132では、カイコのドラフトシーケンスの成果が大きく、原著論文も多

い。

(４)ゲノム機能予測技術の開発

イネゲノム塩基配列中に存在する遺伝子領域をできる限り正しく予測するプログ

ラム、RiceHMMの開発と改良を行い、精度が15％向上し、予測遺伝子数が25％増加

した。RiceHMMとその他の既存の遺伝子予測プログラムやスプライス部位予測プ

ログラムなどを組み合せて 大公約数的にゲノム配列中の遺伝子を予測するツー

ル、RiceGAASを開発した。発現制御領域の遺伝子予測の精度を上げるため、トラ

ンスポゾンの81%を正しく除外し、非トランスポゾンの94%を正しく残すツールを

開発した。

(５)イネゲノム等統合データベース基盤の開発

RiceGAASによる予測結果を遺伝地図および物理地図と組み合せて表示し、かつ

データを格納するシステム、INEを開発した。これらのツールはweb siteで公開した。
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本システムはイネの遺伝子リストを入力すると、GO (Gene Ontology)用語を検索し、

入力された遺伝子クラスタにGO用語即ち機能を割り当てる。このとき割り当てる

用語の有意確率を計算し、有意と判断された用語のみ表示するようにしている。こ

のことにより染色体地図情報や遺伝子情報など機能情報等の異なる情報を有機的に

連結する共通基盤技術が開発できた。

(イ)ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

〈中期目標〉

ａ 塩基配列、遺伝地図等のゲノム情報と分子遺伝学的手法を活用し、イネについ

ては、有用遺伝子100個以上の単離・機能解明を行う。ブタ等の家畜については、

椎骨数、肉質等に関する遺伝子の単離・機能解明を行う。カイコでは、DNV抵抗

性等に関する遺伝子の単離・機能解明を行う。

ｂ 遺伝子発現機構の解明に資するため、遺伝子の網羅的な発現解析システムを開

発する。

ｃ 植物の遺伝子発現の初期過程に関与する遺伝子の単離等に着目して高次調節機

構を解明する。

〈中期計画〉

(１)遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

マップベースクローニングによるイネの有用形質に関与する遺伝子の単離・同定

を進める。特に、出穂期、紫外線感受性、脱粒性及び粒形等に関与する遺伝子を単

離する。

(２)イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用

イネミュータントパネル(遺伝子破壊系統群)を利用して系統的に形態形成、品質

等の遺伝子機能を解析するための実験システムを開発する。

(３)遺伝地図情報等を利用したブタの椎骨数、カイコのＤＮＶ抵抗性遺伝子等の単離

ブタの椎骨数、肉質等に関与する量的形質遺伝子のゲノム中の存在領域を高精度

に特定し、その部分塩基配列情報に基づいて遺伝子の単離を進める。カイコでは「大

成」等のＤＮＶ抵抗性系統の品種を用いて、ＤＮＶ抵抗性遺伝子等を単離する。

(４)遺伝子群発現モニターシステムの開発

イネ等の約１万種の発現遺伝子クローン(完全長及び部分長cDNA)を収集し、マ

イクロアレイ技術により、環境ストレス(病虫害、乾燥、高低温等)、又は特定の組

織・器官における遺伝子発現のプロファイリングを行う手法を開発する。

(５)タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

タバコ等の種々の生理的条件、又は特定の組織・器官等の形成における細胞内情

報伝達のメカニズムを明らかにするため、その過程に関与する遺伝子を単離し、解

析する。

(６)染色体構造の変化やDNAの修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析

クロマチン構造変化をもたらす諸要因、DNAメチル化に影響を及ぼす諸要因、

メチル化の影響を受ける遺伝子群等に着目して、遺伝子発現の高次調節機構を解明

する。

〈中期実績〉

(１)遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離 (A211)
出穂期関連遺伝子については、Hd6, Hd3a, Hd5, Ehd1およびLhd4の5遺伝子を単離

・同定し、それらの日長反応における遺伝子ネットワークへの関与を明らかにした。

紫外線抵抗性遺伝子qUVR10がCPD-Photolyaseを、脱粒性遺伝子qSH1がホメオドメイ

ンをもつタンパク質を、疑似病斑葉遺伝子Spl7がヒートショックタンパクの転写因

子HSFをコードすることを明らかにした。種子幅に関与する遺伝子qSW-5について

は、相補実験により、候補遺伝子領域の機能を証明した。節間伸長性に関与する遺

伝子 Ine1については、候補ゲノム領域を10kb以下に特定した。5年間で52個の遺伝

子を単離した。
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小課題A211では、マップベースクローニングによる遺伝子単離法を確立した。

これは生物研を代表する大きな成果であり、原著論文も多い。

(２)イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用(A221)
ミュータントパネル５万系統を対象に、目的とする遺伝子の変異体をPCRにより

スクリーニングできるシステムを開発した。また、7,000系統についてTos17により

破壊された遺伝子の網羅的解析とデーターベース化を行い、 in silicoで目的とする

遺伝子の変異体をスクリーニングできるシステムを開発し、公開した。ミュータン

トパネルにはTos17によらない変異の存在が知られていたが、欠失変異に起因して

いること、それらが機能解析研究に利用できることを明らかにした。また、これら

のシステムを利用して塩ストレス耐性遺伝子RSS1、病害抵抗性遺伝子OsPti1、RIM1、
ジベレリン合成遺伝子、細胞壁合成関連酵素遺伝子等、5年間で53個の遺伝子を単

離し、機能を明らかにした。

小課題A221では、Tos17の挿入による遺伝子破壊系統を整備した。これは、生物

研を代表する大きな成果であり、原著論文も多い。

(３)遺伝地図情報等を利用したブタの椎骨数、カイコのＤＮＶ抵抗性遺伝子等の単離

ブタ第1染色体上の椎骨数関連QTLについて約250kbまで領域の絞り込みを行い、

その中の候補遺伝子がQTLと対応した機能差を伴う変異を示すこと、胚発生の体節

形成期に体節内で発現していることを明らかにした。第7染色体についてはDNAマ

ーカーを開発し候補領域を100kbに絞り込んだ。カイコでは濃核病ウイルス抵抗性

遺伝子Nid-1とnsd-2連鎖領域のBAC整列地図を完成し、候補領域をそれぞれ400kbと
500kbに絞り込んだ。 nsd-2候補領域内に抵抗性特異的な約6Kbの欠損を発見し、こ

の領域で発現している遺伝子が、中腸特異的な膜タンパク質をコードしており、抵

抗性ではこの大半を欠損していることから、本遺伝子をnsd-2と特定した。

(４)遺伝子群発現モニターシステムの開発

イネcDNAアレイを構築し、400を超える遺伝子発現解析のデータをREDデータベ

ースに纏め公開した。さらに、22Kオリゴアレイを構築し、2003年11月市販化した。

各種共同研究により、データが蓄積しつつある。組換え体を用いたイネ有用遺伝子

のプロモーターおよび機能に関する解析 として、約150種類の組織特異的および誘

導的プロモーターの解析を行い、10件のプロモーター特許を出願した。イネ完全長

cDNA過剰発現(FOX)イネ系統の大規模作出を行い、これまでに約7,500系統の独立

した形質転換体を得ており、解析に供した個体の約80％で単一のcDNAが組込まれ

ており、約11.5％で可視的異常が観察された。従って、各種遺伝子の機能解明にFOX
イネ系統が活用可能と期待される。

(５)タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

タバコにおいて3種のMAPK(WIPK, SIPK, NtMPK4) が、内在性シグナル物質(エ

チレン・ジャスモン酸・サリチル酸)の蓄積や情報伝達を介して、病傷害応答にお

ける主要な役割を担うことを示した。さらに、これらMAPK カスケードの上流に、

新規レセプター様タンパク質WRK、熱ショックタンパク質HSP90、新規ジテルペン

化合物WAF1をマップするとともに、MAPK 脱リン酸化酵素NtMKP1がSIPK,WIPK を

負に調節することを明らかにした。また、イネのBTH誘導性いもち病抵抗性に必須

の役割を果たす転写因子OsWRKY45を見出すとともに、イネの極矮性変異体 brd1
を単離・解析し、ブラシノステロイドが単子葉植物の葉の形態形成に主要な役割を

果たしていることを明らかにした。

小課題A251では、ストレス応答機構における細胞内シグナル伝達機構を解明し

た。研究の深化を感じさせる成果であり、原著論文も多い。

(６)染色体構造の変化やDNAの修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析

転写後型遺伝子不活性化(PTGS)が後代に遺伝しないのは、種子形成以前の活発

な細胞分裂によってPTGSが解除されるためであることを発見した。サリチル酸が、

PTGSを誘発してウイルス抵抗性を誘導することを示した。植物ゲノムメチレーシ

ョンの系統的解析システムを確立し、シロイヌナズナとイネでゲノム上の20-30％
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の座位がメチル化されていることを明らかにするともに、イネでは、ゲノムインプ

リンティング遺伝子探索への応用の可能性を示した。シロイヌナズナのPTGSを制

御するMOM1遺伝子の機能を明らかにするとともに、RNAiによりイネのMOM1オル

ソログの機能解析を行った。キュウリ緑斑モザイクウイルスの外被タンパク質遺伝

子のRNAiコンストラクトを導入したタバコとキュウリを作出し、抵抗性を確認し

た。

小課題A262は、RLGSという手法にこだわったため、本来の目標を見失ったとい

わざるを得ない。汎用性の高い手法としての確証がなく、計画に対して実質的な成

果が出ていない。グループ長として軌道修正を迫ったが、若干の修正にとどまった。

第Ⅱ期中期計画では、この内容の研究は継続しない。

(ウ)タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

〈中期目標〉

ａ 高精度解析技術を導入し、イネ等のタンパク質の大量解析を行い、アミノ酸配

列等の情報からなる約3,000種のタンパク質データベースを開発するとともに、1

5種類以上のタンパク質の立体構造を決定し、これらの構造と機能の関係を解明

する。

ｂ 計算科学的手法によるタンパク質構造・機能予測のための基盤技術を開発す

る。

ｃ 糖鎖受容体及び糖鎖に対する細胞応答に着目して糖鎖の機能を解明する。

〈中期計画〉

(１)遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析

プロテオーム解析手法の活用により、遺伝子産物であるタンパク質を解析してデ

ータベースを構築するとともに、リン酸化等の翻訳後修飾を介するタンパク質・遺

伝子のネットワークを解明する。

(２)タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

Ｘ線結晶解析、ＮＭＲ(核磁気共鳴)その他の物理化学的手法や部位特異的変異導

入等を利用して、アミラーゼ等の酵素や光合成電子伝達系タンパク質複合体等の立

体構造形成、機能発現機構を解明する。また、機能未知の遺伝子産物の機能を立体

構造解析に基づいて推定する。

(３)計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発

生理活性物質結合タンパク質等の構造・機能をホモロジーモデリング、ドッキン

グシミュレーション等により解析するため必要なデータベースを構築する。また、

タンパク質のアミノ酸配列に基づいてその立体構造、機能を推定する新たな手法を

開発する。

(４)糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明

糖質性エリシター及びその結合蛋白質の構造を解析し、活性酸素生成や遺伝子発

現等の防御反応に至るシグナル伝達機構を解明する。

〈中期実績〉

(１)遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析

イネの生育時期の各種組織あるいは精製細胞内小器官のタンパク質15,980個を検

出し5,890種類について解析し、イネプロテオームデータベースとして構築・公表

した。ゲノム研究とプロテオーム研究を連動させることにより、膨大なタンパク質

情報を得ることができ、生物機能情報とともにデータベース化することにより、ゲ

ノム機能の解明および生物機能解明に多いに役立つツールになる。イネ幼苗期の低

温耐性と茎葉伸長に関与しているリン酸化能を有するカルレティキュリンを単離し

た。そのカルシウム情報伝達系において相互作用するタンパク質あるいはカルシウ

ム依存性プロテインキナーゼ遺伝子群は、遺伝子導入により茎葉伸長の制御あるい

は低温耐性を獲得した。その発現量の調節により、理想的な草型を持つ低温耐性イ

ネの作出につながり、分子育種の基礎的知見を得ることができる。
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小課題A311では多くの業績があり、原著論文も多い。

(２)タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

糖代謝酵素、アスパラギン酸プロテアーゼ、蛇毒タンパク質のX線結晶構造を決

定し、リガンド認識機構を解明した。22種類のイネ及び植物タンパク質の立体構造

をX線結晶回折法と溶液NMR法を用いて決定し、機能発現の分子機構を解明した。

NMR動的構造解析と生化学実験を併用して、光合成電子伝達系タンパク質など15
種類のタンパク質について機能発現機構を解明した。タンパク質立体構造上に位置

する原子団の３次元配置を、化学的性質を勘案した上で数値解析することにより、

機能未知遺伝子の分子機能を予測・特定する新しいトポケミストリー解析法を確立

した。タンパク質間相互作用の解析に有効な新しいプロテオーム研究法を開発した。

(３)計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発

タンパク質に結合するリガンドを推定するための基礎資源として、生体内分子の

三次元データベース(3DMET)を構築した。本データベースと連携するWEBからの

ユーザインターフェースを開発し、平成17年7月より1,123件のエントリを含むリリ

ース１をインターネット上に公開した。18年1月末現在で約30,000ヒット、30ヶ国

以上からのアクセスがあった。立体構造によらないでタンパク質のアミノ酸配列か

ら立体構造を推定する方法、アミノ酸配列やモチーフなどの情報からタンパク質の

機能を予測する方法、タンパク質の局在性予測法SortPredを開発した。SortPredにつ

いては使用者限定のサーバとして公開している。

(４)糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明

キチンオリゴ糖エリシター(以下GN)の高親和性結合タンパク質(CEBiP)をイネ細

胞膜から精製し、cDNAを単離し、これがGNの受容体であること、さらにGNシグ

ナルが基礎的抵抗性に重要であることを証明した。GNのシグナル伝達においてホ

スファチジン酸(PA)がGNのシグナル物質として重要な役割を担っていることを示

した。GN応答性遺伝子EL5がコードするRING-H2フィンガータンパク質がユビキチ

ンリガーゼ(E3)活性を持ち、イネの冠根形成に必須であることを示した。GN応答

性GRAS型タンパク質がGN応答性ヒートショック転写因子遺伝子の活性化に関わる

ことを示した。

(エ)植物における生命現象の分子機構の解明

〈中期目標〉

ａ 新たな制御因子の同定・作用機作に着目して光合成及び物質代謝・転流機構を

解明する。

ｂ 植物の器官形成に関与する新たな遺伝子の単離・機能解析に着目して植物の発

生分化機構を解明する。

ｃ 植物ホルモン等受容体や情報伝達に関与する遺伝子に着目して生理活性物質の

作用機構を解明する。

〈中期計画〉

(１)光合成器官形成に関与する遺伝子群の解析と光合成光利用効率制御機構の解明

光合成器官の光形態形成機構を明らかにするため、光シグナル受容体とその下流

に展開する光シグナル伝達系の構成成分の遺伝子を網羅的に単離し、光合成の機能

制御に関与する遺伝子を同定・解析する。また、光合成効率に大きく寄与すると考

えられている光化学系の構築と解体に着目し、関与する葉緑体局在性の調節因子の

同定を行い、その作用機作を解明する。

(２)物質固定・代謝及び転流・蓄積に関与する遺伝子群の解析とその制御機構の解明

光合成型をC3型とC4型との間で変換するモデル植物(エレオカリス)を用いて、

光呼吸を初めとする炭素代謝の制御機構を解析するとともに、C3植物にも存在し

ているＣ４光合成関連酵素について、センス・アンチセンス形質転換イネを作出し、

C3光合成や炭素代謝におけるC4光合成関連酵素の役割を明らかにする。また、出

穂期葉鞘におけるシンク・ソース変換に関与する遺伝子群の網羅的な単離と機能解
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析、登熟初期におけるデンプン蓄積制御機構の解析、転流に係わる形質の量的形質

遺伝子座(QTL)解析等を行う。

(３)植物の形態形成を制御するジンクフィンガー型転写因子の機能解析とその利用

ペチュニアから単離しているジンクフィンガー型転写因子の遺伝子の機能を形質

転換植物を利用して解析することにより、枝分かれや矮性化、さらに花器官の分化

発育等形態形成の制御機構を明らかにする。また、新たにイネから有用な機能を持

つ転写因子を単離し、その利用法の開発に取り組む。

(４)原形質膜を介するオーキシン・情報伝達機構の解析

複合タンパク質と考えられている原形質膜オーキシン受容体の構造を明らかにす

るとともに、受容体変異を利用してオーキシン情報伝達経路を解明する。

〈中期実績〉

(１)光合成器官形成に関与する遺伝子群の解析と光合成光利用効率制御機構の解明

光合成器官形成に関しては、光シグナル伝達系構成成分の遺伝子をイネより14種
類単離した。各構成成分間の相互作用の解析から、新規の相互作用を見いだした。

光合成光利用効率の決定要因である光化学系 IIの構築と解体の機構の解明に向け、

構築に関与する葉緑体局在性制御因子CtpA(D1タンパク質前駆体切断酵素)遺伝子

を単離し、CtpAの触媒機構を明らかにした。また、解体の初発現象であるD1蛋白

質損傷の分子機構を明らかにした。

(２)物質固定・代謝及び転流・蓄積に関与する遺伝子群の解析とその制御機構の解明

エレオカリス属植物を用いて光呼吸鍵酵素GDCの発現をマーカーに解析した結

果、C4植物に特有なクランツ型葉構造の分化と光合成・光呼吸酵素の発現は定説

に反し、互いに独立して調節制御されていることを明らかとした。C4光合成関連

酵素PEPCの制御蛋白質遺伝子を３種類イネより単離した。イネ葉鞘のシンク・ソ

ース機能変換時に発現量の変化する18個の新規遺伝子を同定した。コメ品質を保持

しつつ収量特性を向上させるQTLを見出した。トウモロコシ由来のショ糖リン酸合

成酵素遺伝子をジャガイモに導入した組換えジャガイモの収量は、非組換え体に比

べて、塊茎のショ糖含量が2倍に増加していた。

(３)植物の形態形成を制御するジンクフィンガー型転写因子の機能解析とその利用

ペチュニアの休眠腋芽の近傍に特異的に発現しているジンクフィンガー(ZF)型
転写因子LIFはサイトカイニン代謝の調節を介して枝分かれを促進する作用を持ち、

作物等の分枝性改良のための素材となりうることを示した。LIFと類縁のPhSUP1は、

局所的な発現によって細胞の分裂および生長を制御し、雄ずいの数および胚珠、胎

座、葯の各器官の形態を制御していることを明らかにした。TAZ1は葯のタペート

層の発達制御に関与し、TAZ1の発現を抑制させることにより、花粉の発達を抑制

し雄性不稔化できることを示した。異所的発現用プロモーター取得の意図で対象と

したpMADS3遺伝子が雄しべと雌しべの器官特異性等を制御していること、本遺伝

子の抑制によって花弁が二重化することを明らかにした。また、本遺伝子の発現が、

相同配列の導入による異所的発現の誘引という新規のエピジェネティック分子機構

による制御を受けることを示した。

(４)原形質膜を介するオーキシン・情報伝達機構の解析

可溶性オーキシン結合タンパク質(ABP1)が関与するオーキシン応答を特定する

ために、ABP1の過剰発現および変異ABP1の発現効果について調べ、オーキシン誘

導性細胞肥大化にABP1が関与している可能性を示した。シグナル伝達ドメインと

しての膜タンパク質(docking protein)については実体が不明であったが、親和架橋法

によりABP1のＣ末端領域と相互作用する原形質膜タンパク質CBP1を同定した。

CBP1は植物細胞の伸長生長制御に関与することが示されているタンパク質と相同

であり、原形質膜におけるオーキシンの情報伝達経路に位置するタンパク質である

可能性が示された。

小課題A441は、変異を利用した情報伝達の解明に至っていない。受容体同定で
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世界に遅れている。16年度も同様の指摘を受けグループ長が改善を迫ったが、17年
度改善がみられ、CBP1の同定に関する論文が国際誌（Plant Mol Biol）に受理された。

この成果をもとに、第Ⅱ期中期計画で遅れを取り戻すように指導する。

(オ)動物における生命現象の分子機構の解明

〈中期目標〉

ａ 細胞生物学的特性等に着目して家畜の発生分化、形態形成、組織再生機構を解

明する。

ｂ 家畜の成長、中枢神経機能に着目して発育及び細胞機能関連遺伝子の発現調節

機構、本能行動を制御する脳・神経調節機構を解明する。

ｃ 発現している遺伝子群の探索・同定に着目して昆虫等の発生分化、脱皮変態、

再生、分子進化機構を解明する。

ｄ 生理・生化学的手法による情報伝達物質の同定等に着目して昆虫等の脳・神経

系の制御機構を解明する。

ｅ アミノ酸、ペプチド等の化学物質に着目して昆虫等の体色制御機構、特異的代

謝機能を解明する。

〈中期計画〉

(１)生殖系列細胞等の発生分化機構の解明と発生工学的利用技術の開発

マウス胚性幹細胞(ＥＳ細胞)と支持細胞等の相互作用等に着目して、ES細胞の

樹立、増殖及び分化を制御するタンパク質因子について解析する。また、発生・発

育過程において鶏の生殖巣キメラ作製やインシュリン関連物質の受容体の構造等を

解明するとともに、その発現様式や転写制御、シグナル伝達に関わる IGF-1レセプ

ター遺伝子等の生理・形態形成関連遺伝子の発現様式について解析する。さらに、

ウシ体細胞等培養細胞の遺伝子改変を目的とする効率的な遺伝子導入法と薬剤選抜

法を開発するとともに、培養細胞の核移植によるクローン個体を作出する。胎盤形

成における細胞の分化増殖に関しては、サイトカイン等の機能を解析するとともに、

子宮、胎盤由来細胞を用いた生体外再構築組織の作成法の開発に取り組む。

(２)動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

脂肪細胞等の細胞株を樹立し、細胞分化モデルを確立し､細胞の増殖・分化に関

する生体内因子の検索と有用遺伝子の単離を行うことにより、脂肪交雑形成機構等

の解明を進める。また、動物の成長、発育、成熟、体構成決定等に関与する細胞表

面、細胞内、核内受容体及び内分泌物質生成に関与する遺伝子の単離を行うととも

に、遺伝的表現型の変異とこれらの遺伝子における変異との関係を解明する。

(３)家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び繁殖中枢調節機構の解明

ウシ、ブタの脳定位固定装置・脳定位手術用機械等の開発と脳の三次元地図(脳

アトラス)の作成を行うとともに、脳のストレス反応と本能行動発現系の関連性に

着目し、これらを制御する大脳辺縁系(特に、扁桃体、海馬)と視床下部の神経・ホ

ルモン性調節や自律神経系の調節機構等を解析する。また、繁殖活動の調節に関わ

る視床下部ホルモンの分泌活動のモニタリング法を確立し、家畜の繁殖機能制御機

構を解明する。

(４)ヒメミミズ等の発生分化、カイコの脱皮変態等に関わる主要な遺伝子の単離と機

能解明

ヒメミミズ等の発生分化に関わる主要な関連遺伝子の探索同定、カイコの脱皮変

態時にホルモン活性物質によって発現が誘導される主要な遺伝子やタンパク質の単

離とその発現機構や情報伝達機構の解明、斑紋等の組織形成に関わるタンパク質の

単離とその動態解明等に取り組む。

(５)フィブロイン遺伝子、尿酸合成等に関わる生理機能に関係する遺伝子等の単離と

その機能及び多様性の解析

昆虫等のフィブロイン遺伝子、尿酸合成、エクジステロイド受容機構等の生理機

能に関わる遺伝子を単離し、構造解析を行うとともに、その種内、種間比較を行う
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ことによってその多様性の解析を行う。また、カイコ間性系統についても連関解析

を行い、間性関連遺伝子の解明に取り組む。

(６)昆虫の触角葉等における匂い情報の伝達・処理機構及び感覚子特異的分子等に着

目した味覚受容伝達系の解明

光学的測定法を用いた匂い刺激によって生じる昆虫脳の触角葉、キノコ体の神経

活動、神経回路網レベルでの神経活動の変化の解明を行うとともに、カイコ等の味

覚感覚器や感覚細胞の電気生理的解析と情報受容分子の検出を行い、活性物質の分

析手法の開発とその機能を解明する。

(７)ペプチド等の化学物質の生理機能に着目したバッタ等の体色制御機構、甲虫等の

休眠等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解

明

バッタ類の相変異に伴う体色制御機構、甲虫類等の休眠や温度耐性等の制御機構

をペプチドホルモン、幼若ホルモン等の生理機能に着目して解明するとともに、カ

イコ等の絹糸昆虫に特異的なアミノ酸合成、ステロール代謝、糖代謝に関わる酵素

系の特性解明と発現解析を行う。

〈中期実績〉

(１)生殖系列細胞等の発生分化機構の解明と発生工学的利用技術の開発(A511)(A513)
マウスES細胞には分化程度の異なる亜集団が存在することを明らかにし、アレ

イ解析の結果、特異的な遺伝子発現群を同定し、ES細胞内の可塑性に関する知見

を得た。ブタ IGF1レセプター遺伝子cDNAをクローニングし、12か所で塩基多型を

検出したが、アミノ酸レベルの変異は認められなかった。ブタ臓器表面上に存在す

るαGal抗原を特異的に切断する酵素をブタ細胞で発現させ、その細胞を基に

EndoGalＣを発現するクローンブタを作出した。また、セレノプロテイン蛋白質を

乳汁中に分泌させる遺伝子組換えクローンヤギを作出した。ウシ子宮・胎盤由来細

胞による生体外再構築組織培養系を確立するとともに、新規の胎盤性ラクトージェ

ンを発見し、着床機構解明に寄与した。

(２)動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

コラーゲンゲルをガラス化したゲル薄膜担体を作製し、両面に生体組織モデルを

再構築することに成功した。また、生体組織の微細構造と構成成分を保持している

切片上で細胞分化を誘導する技術を確立した。ウシ筋肉内脂肪前駆細胞の脂肪細胞

分化にカベオリン -1が関与し、ブタでは受容体LXRαが脂肪酸生合成・代謝酵素の

遺伝子発現を高めて脂肪蓄積を促進することを明らかにした。さらに肥満関連のブ

タ脳内細胞性因子遺伝子 tubbyの部分塩基配列を解明した。ウシでMAGEL2遺伝子、

PEG3遺伝子がインプリンティングを受けて父性発現すること、ブタが持つインフ

ルエンザ抗病性遺伝子Mx1の11塩基欠損型はウイルス増殖抑制能を失っていること

を明らかにした。

(３)家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び繁殖中枢調節機構の解明

牛の視床下部にカニューレを留置し、生理的条件下で成長ホルモン放出刺激ホル

モン及びソマトスタチンが不規則なパルス状に分泌されていることを明らかにし

た。また、ブタの脳組織と黄体に腫瘍壊死因子が存在すること、非拘束安静状態で

測定したブタの大脳皮質脳波に、θ波や周期の長いδ波が存在することを明らかに

した。シバヤギでは視床下部に記録電極を留置し、繁殖機能制御中枢の活動は栄養

状態と密接に連動していること、末梢の栄養状態のシグナル物質としてグルコース、

ケトン体などが重要であることを明らかにした。また、ヤギでは嗅上皮で雄効果フ

ェロモンが受容され、雄効果フェロモンの情報伝達にノルアドレナリン作動性神経

が重要であることを明らかにした。

(４)ヒメミミズ等の発生分化、カイコの脱皮変態等に関わる主要な遺伝子の単離と機

能解明 (A542)
ヤマトヒメミミズから、再生関連遺伝子等100種のcDNAを単離し、そのうち13種
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類24遺伝子の全長配列を決定した。カイコからは生殖細胞や体軸の形成に関与する

遺伝子等を15種単離し、カブラハバチからは、性決定や生殖細胞形成等に関与する

遺伝子を105種単離した。主要遺伝子についての機能解析の結果、胚発生および孵

化後の形態形成に必須であることを証明した。コラゾニンがカイコ幼虫脳から単離

され、吐糸の阻害という他の昆虫種にはみられない新規な生理作用を示した。幼若

ホルモンの作用とその制御機構を解明するため、このホルモン分解に関与するエス

テラーゼ(JHE)を過剰発現する形質転換カイコを作出した。mRNAとタンパク質の

過剰発現が確認され、早熟変態や発育異常の動態を明らかにした。

(５)フィブロイン遺伝子、尿酸合成等に関わる生理機能に関係する遺伝子等の単離と

その機能及び多様性の解析

昆虫等のフィブロイン遺伝子に関して、ジョロウグモ絹糸タンパク質遺伝子を単

離し、そのＮ末アミノ酸部分配列を明らかにした。尿酸合成に異常があり、幼虫皮

膚が透明で休眠卵や成虫複眼が白くなるw-3突然変異遺伝子がABCトランスポータ

ーBmwh3であることを明らかにした。ショウジョウバエにおけるエクジステロイド

受容体(EcR)の過剰発現により、複数のアイソフォームが神経再構築における特定

のステージに働いていることが明らかになった。間性突然変異 Isxと Isx-2はＷ染色

体上の突然変異であり、本来雌になるべきＺＷ個体が間性化していること、性モザ

イクではないことが証明された。さらに、Isx-2系統と、既知の性決定関連遺伝子と

の相同性は認められなかった。

小課題A551は、研究員８名で英文２報と論文が少ない。発表論文５報のうち３

報が和文。業績が質的に物足りない。研究目標が不明確であり、研究員数の割に成

果が少ない。

(６)昆虫の触角葉等における匂い情報の伝達・処理機構及び感覚子特異的分子等に着

目した味覚受容伝達系の解明

多点同時記録法の手法を確立し、触角葉の神経細胞間の相互作用によって形成さ

れる機能的神経回路を同定した。性フェロモンと一般的な匂いに対して、それぞれ

特定の触角葉、キノコ体の神経細胞集団が同期的活動を示した。カイコの味覚受容

に関与すると考えられる13個の遺伝子をクローニングし、ニクバエ唇弁からABCタ

ンパク質遺伝子SpABCを単離した。カイコの咀嚼運動、飲み込み運動はショ糖刺激

に依存し、大顎閉筋運動ニューロンは２種類あることを明らかにした。アゲハ属チ

ョウの附節にある味覚感覚子の分布から、種分化や寄主植物との関連を解析した。

小課題A561は、情報伝達・処理機構の解明には程遠く、現象の解析にとどまっ

ている。神経活動が十分に解明されたとは言えない。和文誌のみの論文では、生物

研の研究とはいえない。進捗も遅い。計画は達成していないと判断された。

(７)ペプチド等の化学物質の生理機能に着目したバッタ等の体色制御機構、甲虫等の

休眠等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解

明 (A571)
トノサマバッタでコラゾニンが体色黒化誘導や触角感覚子にみられる相変異への

関与することを明らかにした。脱皮ホルモンによるドウガネブイブイ休眠幼虫の休

眠覚醒技術を確立した。ネムリユスリカの永久休眠にはトレハロースが関与し、体

内のイオン濃度の上昇がトレハロース蓄積誘導シグナルであることを示した。カイ

コは5齢期にグルタミン酸合成酵素発現が誘導され、絹糸タンパク質合成が行われ

ることを明らかにした。鱗翅目幼虫間でステロール要求量が異なり、カイコと比較

してエリサンはステロール要求量が著しく低くステロールを中腸に蓄積することを

明らかにした。カイコ繭層ケルセチンの6位にプロリンが結合した配糖体の合成を

触媒する酵素を中腸組織に見出した。

小課題A572は、予算と研究員数は比較的多いが、論文は２報しかなく、資源投

入の割に成果が限定的である。
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(カ)環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

〈中期目標〉

ａ 耐塩性等に関わる遺伝子の単離とその作用機作に着目して環境との相互作用を

解明する。

ｂ 植物における病原体の認識機構に関する遺伝子の単離等に着目して植物と病原

菌の相互作用を解明する。

ｃ 植物と根粒菌との共生機構に関する遺伝子の単離等に着目して植物と共生微生

物の間の相互作用を解明する。

ｄ 行動制御物質の単離等に着目して昆虫間、昆虫と植物、昆虫と微生物の相互作

用を解明する。

ｅ 異物認識と免疫寛容機構等に関する遺伝子に着目して生体防御機構を解明す

る。

〈中期計画〉

(１)環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

イネにおいて塩ストレスにより発現する遺伝子群を探索するとともに、高塩環境

下でイオンの吸収・排出及び液胞への隔離等に働く膜輸送体に着目して主要イオン

であるナトリウムの輸送体を中心に、ストレス回避に働く機構を解析する。また、

各種ストレスに対する応答機構に関与するシアン耐性呼吸の役割を分子・細胞レベ

ルで解明する。

(２)イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析

イネのフィトクロム突然変異体やフィトクロム遺伝子のセンス・アンチセンス形

質転換体において、様々な光条件での遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイ等

を用いて解析することにより、フィトクロムを介した光シグナルによって発現が制

御されている遺伝子群の新たな機能やネットワークを明らかにし、イネにおけるフ

ィトクロムを介した光シグナル伝達経路を解析する。

(３)植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

イネのいもち病抵抗性遺伝子をモデル系として、病原体を抵抗性遺伝子が認識す

るための機構を分子生物学的に解明する。また、抵抗性遺伝子が病原体の認識シグ

ナルを核内に伝達してゆく過程に関する変異体の検出に取り組む。

(４)共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

根粒の器官形成に関与する遺伝子、及び根粒特異的な遺伝子発現に関わる転写調

節因子を対象として、ミヤコグサを用いた形質転換実験等によりこれらの機能と発

現調節機構を解明する。また、これらの根粒に特異的な遺伝子の発現等を指標とし

て、根粒菌の根粒誘導シグナル物質(Ｎｏｄファクター)に対する植物の応答を解析

し、Ｎｏｄファクターの受容から根粒形成の開始に至るシグナル伝達機構の解明に

取り組む。

(５)マメ科モデル植物ミヤコグサにおける共生関連遺伝子の単離と遺伝子タギング系

の開発

マメ科モデル植物ミヤコグサを用いて、マイクロアレイ等を活用した共生関連遺

伝子の網羅的な単離、トランスポゾンの利用を中心とした遺伝子タギング系の開発

を試み、本植物による窒素固定共生系に関する分子遺伝学的研究の基盤を確立する。

(６)効率的な超微量分析法の開発に着目したカメムシ等の行動解発因の解明と、植食

性昆虫に対する有害物質の検定系の確立

捕食性カメムシやアリ類等の集合フェロモン等の効率的な超微量分析法等を開発

して化学構造を決定し、作用特性を解明する。また、植物の殺虫性タンパク質等の

検定・同定システムを開発するとともに、吸汁性昆虫の抵抗性植物に対する加害性

バイオタイプの摂食特性の解明に取り組む。

(７)トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析と昆虫・植物

循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

昆虫共生微生物の遺伝子レベルでの系統解析とデータベース化、及びトビイロウ
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ンカcDNAライブラリーの作成と約５千クローンの塩基配列の解読を行う。また、

食材性昆虫とその共生微生物のセルラーゼ遺伝子のクローニングと解読、チャバネ

アオカメムシ腸管ウイルスの外被タンパク質の翻訳に関わるRNAの高次構造の解

析、昆虫と植物を循環伝搬する細菌等微生物の探索、新機能解明及びそれら微生物

の昆虫腸内での定着・増殖に関わる昆虫の遺伝子の探索・同定等により、共生微生

物及び共生に関わる遺伝子の機能を解明する。

(８)昆虫病原微生物及び植物病原微生物に由来する生理活性物質等に着目した感染機

構及び植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスのスピンドルの感染増強作用の解析、鱗

翅目昆虫のＢＴ菌δ内毒素に対する遺伝子の遺伝様式及び遺伝子座位の解明等を進

める。また、病原性の異なるカミキリムシ病原糸状菌ボーベリアの菌株の簡易識別

法を確立するとともに、組織培養系を用いて微胞子虫類の感染機構を解明する。ク

ワ等の病原微生物が生産する生理活性成分の他の微生物やクワ等に対する作用、植

物を介した昆虫への作用を解明する。

(９)免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単離と機能解明及び生体防御機構解

析のためのインビトロ培養細胞系の開発

ほ乳類の抗原特異的及び非特異的免疫に関わる細胞において生体防御反応の過程

で発現又は発現増強する遺伝子を単離しその機能を解明するとともに、それらの制

御技術等の開発を行う。また、生体防御機構及び病態発生機構の解析に活用するた

め、簡便かつ有用なモデルとなる培養細胞系を開発する。

(10)カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

カイコ等の先天性免疫に関わる抗菌性タンパク質等を単離・同定し、構造解析、

作用機構の解明を進めるとともに、関連遺伝子のクローニングを行い、遺伝子活性

化機構に関わる制御領域や結合タンパク質に着目して発現機構の解明に取り組む。

また、これらの抗菌性タンパク質等の利用法開発のため改変ペプチドの作成、機能

解明等を行う。

〈中期実績〉

(１)環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

耐塩性を異にする4種の植物より単離した液胞膜Na /H 対向輸送体(NHX)遺伝子+ +

の機能及び発現様式、さらにイネOsNHX1の過剰発現がイネの耐塩性を向上させる

ことを明らかにし、液胞へのNa の隔離を向上させることが塩ストレス回避に重要+

であることを明らかにした。2種類のイネCl チャンネルについて、液胞膜局在や耐-

塩性への関与を明らかにした。シアン耐性呼吸が、環境ストレスによる細胞質酸性

化の抑制機能を持つことを明らかにした。フィトクロムからのシグナルの一部が、

ジャスモン酸を介してイネの形態形成やストレス応答関連遺伝子発現を制御するこ

とを明らかにした。

小課題A612は、シアン耐性呼吸の役割解明が不十分で、具体的成果に乏しい。

３年間の交付金研究が終わった時点で、シアン耐性呼吸は区切りとし（中間評価時

点での対策として了承済）、研究員には課題の継続はないことを伝え、テーマの変

更を要請した。テーマを変えてからは、徐々に成果が上がっており、２年間で目に

見える形にはならなかったが、第Ⅱ期中期計画に向けた基盤づくりに努力した。

(２)イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析 (A621)
イネには３種類のフィトクロム(phyA, phyB, phyC)が存在する。これらの個別の

機能および相互作用を解析するために、全ての単独突然変異体を単離しさらにそれ

らの二重、三重突然変異体を作出した。これらの突然変異体の光に対する応答を解

析して、phyAとphyBが両方とも無くなると赤色光を感知できなくなることを証明

した。さらにこの突然変異体では幼植物体の時期から節間が伸長していることが分

かり、フィトクロムからの光シグナルが栄養生長時の節間伸長抑制に必要であるこ

とを明らかにした。また、フィトクロムは、長日条件では開花を抑制する作用を持

ち、その作用点はphyAとphyB, phyCとで異なることを明らかにした。
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(３)植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

ゲノム中に散在する抵抗性遺伝子とそのアナログ周辺では通常のゲノム領域の数

倍の頻度で変異が蓄積していることを確認した。これが領域の変動率の高さによる

ものか或いは変異の集積のしやすさによるものかを分析する手法を開発し、解析基

盤を構築した。さらにはこうした病原体分子の認識システムの利用を目指して進化

工学的手法によって抵抗性遺伝子の認識部位を多様化させて新たな認識分子を開発

する手法を確立した。またミュータントパネルからいもち病に対する劣性抵抗性を

示す変異体を見出し、疑似病斑変異体等の一部では原因遺伝子の単離に近づいた。

(４)共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

ミヤコグサ根粒菌Nodファクターの全構造を解明し、これに対するミヤコグサの

初期応答を解析して、初期相互作用に必須なNodファクターの構造特異性を明らか

にした。cDNAアレイを用いて、ミヤコグサ根粒形成初期過程における宿主側の遺

伝子発現のプロファイリングを行い、新規な根粒特異的遺伝子を多数同定した。こ

れらの機能解析のために、RNAiによる遺伝子サイレンシング法を確立した。これ

を用いて、初期nodulin遺伝子ENOD40が、感染プロセスではなく根粒原基形成に必

須であることを証明した。これら形質転換実験の過程で分離されたFix-変異体 ign1
について、原因遺伝子の単離に成功した。 IGN1遺伝子は共生成立後の細胞内共生

体(バクテロイド)の維持に関与するものと推定された。

(５)マメ科モデル植物ミヤコグサにおける共生関連遺伝子の単離と遺伝子タギング系

の開発 (A651)
モデル植物ミヤコグサについて、BACライブラリーおよび高密度ゲノム地図の作

成、EST蓄積とcDNAアレイ構築など、研究基盤の整備を行い、共生窒素固定に関

わる宿主遺伝子のクローニングを進めた。その結果、初期共生シグナル伝達系の中

心に位置するCaスパイクの起動に関わるCASTOR/POLLUX、その受容因子である

LjCCaMK、また転写因子LjTiNodのクローニングと機能解析など、世界をリードす

る重要な成果が生まれた。一方、レトロポゾンによる遺伝子タギング系の開発とい

う目的は達成出来なかったが、培養変異に基づく変異体ライブラリーから、共生後

期に重要な役割を担うと推定される複数の共生遺伝子クローニングに成功するな

ど、この後の新しい研究の基盤となる重要な成果が生まれた。

小課題A651は、ミヤコグサの研究基盤を構築し、共生窒素固定に関する先駆的

業績を上げた。原著論文の質が高い。

(６)効率的な超微量分析法の開発に着目したカメムシ等の行動解発因の解明と、植食

性昆虫に対する有害物質の検定系の確立 (A662)
集合形成に関連したハリクチブトカメムシ由来物質５種を構造決定し、クロヤマ

アリの巣仲間認識が体表炭化水素の混合比によることを明らかにした。ゴマダラカ

ミキリでは、接触性性フェロモンとして15成分の構造を決定し、トビモンオオエダ

シャクでは幼虫が体表物質を寄主植物に化学擬態することを発見した。広食性のエ

リサン幼虫を用いた有害物質のバイオアッセイ法を確立し、パパイアやハマイヌビ

ワ乳液中のシステインプロテアーゼが鱗翅目幼虫に毒性を示すこと、桑の乳液中の

糖類似アルカロイドは高い殺虫毒性を示すことを明らかにした。またツマグロヨコ

バイ唾液腺にラッカーゼが存在することを証明した。植物の殺虫性タンパク成分と

して、パパイアやハマイヌビワの乳液中からシステインプロテアーゼを検出し、エ

リサン、ハスモンヨトウ等幼虫に対し毒性を示す防御物質であること、野生クワの

乳液はエリサンやヨトウガに対し殺虫毒性を示し、糖類似アルカロイド類が２％程

度含まれていることを明らかにした。ツマグロヨコバイから唾液腺由来として初め

てラッカーゼ１の存在を証明し、cDNAをクローニング後に組換え大腸菌で発現さ

せ活性を確認した。野生イネNona Bokraがもつツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子の候

補領域を第５染色体上の約31Kbの範囲に絞り込んだ。

(７)トビイロウンカ共生微生物等の系統解析及び共生関連遺伝子の解析と昆虫・植物

循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明
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各種害虫の細胞内共生微生物の解析を進め、系統識別などに有用な情報を集積し

た。トビイロウンカのEST7万個を解析、データーベース化し、マイクロアレイを

作製した。シロアリ・ゴキブリ・カミキリムシなど食材性昆虫類の内源性およびシ

ロアリ共生原生生物起源セルラーゼ遺伝子40種以上をクローニングし、シロアリ内

源性セルラーゼの大量生産技術を確立した。チャバネアオカメムシ腸管ウイルス

RNAの化学修飾実験により IGR-IRESの構造モデルを作成し、開始 tRNAを使用しな

い翻訳開始に必要なRNA構造を解明した。腸内細菌Ent. cloacaeの腸内定着に、リポ

多糖類(LPS)の合成に関与するManC, WaaL遺伝子と相同性を有する遺伝子の関与を

明らかにした。

(８)昆虫病原微生物及び植物病原微生物に由来する生理活性物質等に着目した感染機

構及び植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスの紡錘体を食下したカイコでは中腸囲食

膜が消失した。このことが、カイコ核多角体病ウイルスの感染が大幅に増進する原

因と考えられた。 カイコのBt菌毒素(Cry1Ab)抵抗性遺伝子は劣性でカイコ分子遺

伝子地図の第15連関群に座乗していた。昆虫病原糸状菌Beauveria brongniartii に対す

るカイコの感受性に100万倍にも達する品種間差異が認められた。微胞子虫の胞子

被殻はキチンが主要成分であり、加水分解処理した胞子には薬剤徐放性があり徐放

性担体としての利用が考えられた。クワ暗斑病菌の一種のMyrothecium verrucariaが
産生し植物やカイコに毒性を示す分子量約500Daの物質を3種類単離した。それらは

トリコテセン類に属するヴェルカリンJ、ヴェルカリンA、ロリジンAと同定された。

(９)免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単離と機能解明及び生体防御機構解

析のためのインビトロ培養細胞系の開発

野生型および遺伝子改変マウスから不死化ミクログリア細胞株を７系統樹立し

た。ミクログリア細胞株と神経細胞との共培養系を作出し、活性化ミクログリアに

よる神経細胞死の誘発においてTNFaやWASP等のサイトカインやシグナル伝達分子

が重要な役割を果たすことを明らかにした。アレルギー等の免疫疾患研究のため、

マウス消化管由来制御性T細胞株(OPP2)を樹立した。この株を用いて乳酸菌成分の

ひとつが制御性T細胞の抑制機能を強める一方、TLR-7リガンドが逆の効果を示す

など、消化管由来制御性T細胞が全身の免疫応答に重要な働きを持つことを明らか

にした。牛海綿状脳症の細胞生物学的研究のため、SV40T遺伝子を導入したウシ脳

由来不死化細胞株を樹立した。

(10)カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

昆虫類の生体防御タンパク質の探索を行い、抗菌性ペプチドとしてダニからディ

フェンシン、ハスモンヨトウからはモリシンを新たに単離し、その性質や構造等を

明らかにした。抗カビペプチドとしてタイワンカブトムシからスカラベシンを分離

・精製し、その性質と三次元構造を詳しく解析した。昆虫の生体防御タンパク質を

改変し９アミノ酸から成るペプチドを合成した。これらのペプチドは薬剤耐性病原

細菌に対し殺菌効果があり、またエンドトキシンショックモデルに対してもマウス

を用いた生体実験で治癒効果が確認された。一方、これらの改変ペプチドの殺菌メ

カニズムを調べた結果、天然の抗菌性タンパク質とは異なるメカニズムで細菌を殺

すことが明らかとなった。

イ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発

(ア)遺伝子組換えによる機能性作物等の開発

〈中期目標〉

トウモロコシ由来のＣ４光合成酵素遺伝子を複数導入したスーパー光合成イネ

の開発を進めるとともに、イネゲノム研究等で単離された遺伝子を活用しつつ、

病害虫に対する複合抵抗性、環境ストレス耐性、機能性等を高めた組換え個体を

開発する。
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〈中期計画〉

(１)Ｃ４光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上

3種類のC4光合成酵素の含量の異なる形質転換イネを作出し、C4光合成回路の

適な駆動条件、C4光合成酵素の活性制御を解析することにより、C3植物の光合成

能を改良する手法を開発する。また、植物ホルモン関連遺伝子等の導入や制御によ

り、作物の草丈や受光態勢を制御し、生産性を向上させる技術の開発に取り組む。

(２)遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性、ストレス耐性個体の作出

多糖分解酵素等の病害抵抗性遺伝子やストレス応答関連遺伝子の機能を解析する

とともに、これらを活用して、病虫害抵抗性、環境ストレス耐性等を備えた個体を

作出する。

(３)遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

遺伝子組換えにより、米に鉄結合タンパク質やコレステロール低下作用を示すタ

ンパク質等を集積させ、貧血や様々な生活習慣病に対する予防・治療効果が期待で

きる米を作出し、その機能を評価する。

〈中期実績〉

(１)C4光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上

C4光合成酵素(PEPCとPPDK)を併せ持つ形質転換イネのホモ系統を選抜した。こ

の系統にC4光合成酵素NADP-MEを導入した三重形質転換イネ、さらにNADP-MDH
遺伝子を導入した四重形質転換イネを作出した。四重形質転換イネではPEPCの高

発現で一旦低下した光合成活性と炭素同位体分別比が回復することがわかり、新た

な代謝回路駆動の可能性が示された。ジベレリン2酸化酵素遺伝子あるいはブラシ

ノライド受容体遺伝子の一部を導入して、矮化イネ、直立葉イネを作出した。特性

調査の結果、それぞれの性質は、隔離圃場、一般圃場試験でも確認された。一般圃

場での収量については、原品種と比較して矮化イネでやや劣る、直立葉イネで同等

であった。

(２)遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性、ストレス耐性個体の作出 (B123)
イネキチナーゼ、エンバクチオニン遺伝子を導入した組換えイネは、圃場で一定

の病害抵抗性を示したが実用レベルではなかった。圃場では、温室段階の評価と異

なる草丈、出穂期等の形質変化が生じた。イネキチナーゼ遺伝子を導入したキュウ

リ、イチゴ、牧草等で菌類病耐性組換え植物を得た。抗真菌活性の高い放線菌由来

キチナーゼ導入イネはイネキチナーゼ導入イネに比べ、幼苗検定で強い葉いもち病

抵抗性を示した。イネキチナーゼ、コムギVP1遺伝子のオオムギ、コムギへの導入

実験及びPEPC遺伝子のオオムギへの導入実験を行った。ペチュニアの転写因子

ZPT2-3遺伝子は、乾燥、低温、傷害、重金属等のストレスによって発現誘導を受け、

その過剰発現により顕著な乾燥耐性を示すペチュニアを作出した。

(３)遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出 (B131)
コレステロール値低下作用のあるダイズグリシニンを低グルテリン系統を用いて

イネ種子に高蓄積させることに成功した。鉄貯蔵タンパク質フェリチンを胚乳中に

従来の形質転換体に比較して 大3倍に高めることに成功した。スギ花粉抗原由来

のヒトT細胞エピトープを7個連結した7Crpペプチドをイネ胚乳中に高度に蓄積させ

た花粉症緩和米を作出した。マウスに経口投与し、アレルギー症状緩和を伴う免疫

寛容が誘導されることを示した。インスリン分泌促進ペプチドを種子胚乳に蓄積さ

せた米を作出し、マウス経口投与で、血糖値が有意に低下することを示した。CoQ10
合成酵素をイネミトコンドリアで発現させることによりCoQ10米を作出することに

成功した。

小課題B131では、実用性のある健康機能性強化米を作出した。

(イ)新たなDNAマーカーの開発

〈中期目標〉

ａ イネについて、簡便なDNAマーカーを開発し、それを利用したDNAマーカー選抜
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育種システムを確立する。

ｂ 家畜について、肉質等に関わるDNAマーカーを開発する。カイコについて、耐

病性、絹の高品質化等に関わるDNAマーカーを開発する。

〈中期計画〉

(１)DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

出穂期等の形質評価が比較的容易な形質をモデルとして、DNAマーカーを開発

するとともに、マーカー選抜育種システムを確立する。

(２)ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

これまでに得られたＱＴＬ解析からブタの生産形質に関与する複数の遺伝子座に

ついて染色体上の存在領域が明らかになった。この成果をもとに複数の資源家系の

データを統合する統計的手法、領域特異的なDNAマーカーの開発等を推進し、さ

らにDNAマーカー選抜の実証試験を行うことにより、ブタの肉質等と強く連鎖す

る育種改良に有用なDNAマーカーを開発する。

(３)カイコの絹の高品質化等に関連するDNAマーカーの開発

これまでに育成された形質に著しい差のあるカイコ系統の交雑集団を利用して、

耐病性、絹の高品質化に関わるDNAマーカーを開発する。

〈中期実績〉

(１)DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

国際コンソーシアムの一員としてSSRマーカー約2,400種類を開発した。コシヒカ

リ /Kasalathなどの３種類の染色体断片置換系統群(CSSLs)を作出した。有用形質と

して、出穂期、穂発芽耐性、イネシンクサイズ(穂長や着粒数等)に関与するQTL
を見いだし、各形質の選抜マーカーを開発した。出穂期関連遺伝子RFT1のmRNAレ

ベルを指標とした出穂期の予測手法を開発した。DNAマーカーによる品種育成に

おいては、4種類の出穂期を改変したコシヒカリNILを作出した。穂発芽耐性を獲

得した日本晴NILを作出した。穂ばらみ期の耐冷性遺伝子およびいもち病圃場抵抗

性遺伝子に関するコシヒカリのNIL作成を開始した。

(２)ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発 (B221)
複数の資源家系のデータを統合し解析する統計的手法を開発した。統合した500

頭規模で詳細なマッピングを行い、小規模家系では検出困難であった肉質等に関与

するQTLを検出した。独立した2家系で第6染色体に検出された肉色QTLについて、

領域特異的マーカー開発と統合解析により同一のQTLであることを明らかにし、領

域内候補遺伝子の多型検索から、肉色関連の候補遺伝子にアミノ酸置換を伴う変異

を検出した。DNAマーカーによる選抜実証試験では、肉質の重要形質である筋肉

内脂肪含量についてQTL近傍のマーカー遺伝子型をもとに選抜した100頭の形質調

査結果から、マーカー選抜系統間で有意差を認め、育種改良上の有用性が認められ

た。

(３)カイコの絹の高品質化等に関連するDNAマーカーの開発

カイコのESTによるマーカー開発、連関検索およびマッピングを行い、340のマ

ーカーが座乗した分子遺伝地図を作成した。遺伝解析手法と開発したDNAマーカ

ーと遺伝解析手法を用いて、BT毒素Cry1Ab抵抗性遺伝子が第15連関群に、食性異

常系統「沢J」の広食性遺伝子が第9連関群にそれぞれ座乗していることを明らかに

した。また、絹糸の太さ(繊度)や蛾の寿命を決定する遺伝子、カイコのウイルス病

抵抗性遺伝子(Nid-1と nsd-2)の連関群を決定した。さらに、BT毒素cry1Abに抵抗性

のカイコを探索した結果およそ20の実用品種で2つの劣性の、12の優性の抵抗性を

見い出した。

(ウ)放射線利用技術の開発

〈中期目標〉

ａ イオンビーム等の新たな変異原を導入するとともに、ガンマ線照射による効率

的変異作出技術を開発する。
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ｂ 放射線によるイネ貯蔵タンパク質等の新規形質突然変異体の分子生物学的解析

を行うとともに、木本性作物の耐病性突然変異の効率的な誘発・選抜方法の開発

と新規素材の作出を行う。

〈中期計画〉

(１)各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

イネをはじめとする各種作物についてガンマ線、イオンビームの線量反応、生物

学的効果比により変異誘発特性を比較解明し、各放射線により誘発されるイネのア

ミロース含量の異なる変異系統を解析することにより、効率的な変異誘発技術を開

発する。

(２)木本性作物の耐病性に着目した突然変異体の誘発・選抜技術の開発と新規素材の

作出

ナシ黒斑病及びリンゴ斑点落葉病等各種病害に着目した耐病性突然変異を誘発

し、キメラ性の評価及びキメラ解消法の検討等を行うことによって、突然変異体の

効率的な選抜法を開発するとともに、耐病性の程度、変異の遺伝性等の解析を行っ

て耐病性素材を作出する。

(３)イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析

ガンマ線等で得られたイネ突然変異体について突然変異遺伝子を単離・機能解析

するための素材を作出するとともに、イネ種子貯蔵蛋白質のうちグルテリン含量を

減少させる、単因子優性突然変異遺伝子Lgc1の単離とその作用機構の解明を行う。

また、単離されたLgc1候補遺伝子を野生型に形質転換することによりLgc1の表現型

を付与できることを確認する。

〈中期実績〉

(１)各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

致死効果を指標として各種作物でイオンビームとガンマ線を比較した結果、線エ

ネルギー付与(LET)が高いほど致死効果は高く、生物効果はアルゴンイオンが も

高かった。半数致死線量を比較した結果、ヘリウム(He)イオンはガンマ線の約1.5
倍、炭素イオンは5倍の効果が有り、ガンマ線の線量反応からイオンビームの適正

線量が予測可能となった。イネについては、Heイオンはガンマ線の約2倍の効果が

あり、アミロース変異体も作出できたが、変異スペクトルに差は認められなかった。

主要木本性作物(果樹、チャ)について同様の解析を行った。また、チャカテキン等

機能性成分の効率的分析法を開発し、成分突然変異体を選抜した。

小課題B313は、イネアミロースの変異解析がなく、網羅的で基礎研究としての

詰めが不十分である。研究内容のレヘルが高いとは言い難い。原著論文数が少ない。

(２)木本性作物の耐病性に着目した突然変異体の誘発・選抜技術の開発と新規素材の

作出

リンゴ品種「印度」の斑点落葉病耐病性突然変異体「放育印度」を育成し、品種

登録出願を行った。その耐病性は主要品種の「ふじ」と同程度に強く、果実品質等

は元品種「印度」と差異がない。チャ炭疽病抵抗性突然変異体の効率的・安定的な

選抜法の基本型を開発し、これにより抵抗性素材候補３系統を選抜した。クワおよ

びナシにおいて不定芽を利用した表皮細胞からの植物体再分化技術を開発し、周縁

キメラ性の解消を図ることを可能にした。ナシ、リンゴにおいて誘発した耐病性突

然変異体は、中程度の耐病性であること及びその耐病性が後代に遺伝することが明

らかになった。

小課題B321では、効率的な選抜法の開発につながる成果がない。研究内容のレ

ヘルが高いとは言い難い。品種は育成されているが、原著論文が少ない。

(３)イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析 (B331)
低グルテリン品種LGC1では二つのグルテリン蛋白質遺伝子B4とB5の間に約3.5ｋ

ｂの欠失があるため、両側に相補的な塩基配列を持つRNAができ、この相補配列部

分が結合して２重鎖RNAが生産され、RNA干渉によりグルテリン含量が低下するこ

とが明らかとなった。LGC1に26kDaグロブリンが欠失した突然変異系統を交配して
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水稲新品種「エルジーシー活」と「エルジーシー潤」の２品種を育成し、命名登録

を行った。両品種の易消化性蛋白質は通常品種の約1/2まで減少しており、LGC1を
上回る実質上の低蛋白質品種である。

ウ 新産業の創出を目指した研究

(ア)有用物質生産技術の開発

〈中期目標〉

ａ 植物について、血圧降下作用を有する物質等を産生する遺伝子組換え個体を開

発する。

ｂ カイコについて、サイトカイン等有用物質を産生する遺伝子導入個体を開発す

るとともに、遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムを確立する。

〈中期計画〉

(１)生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出

遺伝子組換えにより、血圧降下作用を有するペプチドや、有用酵素･抗体等を種

子等に効率的に蓄積する植物個体を作出する。

(２)遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築と、効率的周年人工飼料育の

ためのクワ系統の素材化

バキュロウイルス等外来遺伝子発現系により、カイコを用いてサイトカイン等有

用物質を生産する技術を開発する。さらに有用物質生産用カイコの自動飼育を可能

とするための装置、制御機器、プログラム等を開発するとともに、人工飼料添加用

に適したクワ新品種育成のための系統選抜、人工飼料用系統に適した形質の遺伝解

析を行う。

〈中期実績〉

(１)生理活性ペプチド、抗体等の有用タンパク質生産のための組換えイネ等の作出

血圧降下作用をもつ、卵白由来ペプチドであるオボキニンの遺伝子を改変し、イ

ネに導入した。グルテリン可変領域への導入遺伝子の挿入により、改変オボキニン

を種子タンパク質全体の10％以上まで高蓄積するイネ系統を得た。改変オボキニン

の血圧低下作用を高血圧ラットで確認した。 IgE結合能を低下させるよう改変した

ダニアレルゲンを胚乳に高度に蓄積するイネを開発した。ダニアレルゲン発現米の

マウス腹腔投与により、免疫寛容を誘導する実験系を確立した。イネ胚乳組織への

タンパク質輸送に関わるシグナルを同定し、タンパク質顆粒の形成過程をGFP融合

タンパク質と共焦点レーザー顕微鏡を用いて可視化した。

(２)遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構築と、効率的周年人工飼料育の

ためのクワ系統の素材化

カイコの幼虫や蛹を宿主とするバキュロウイルス発現系を用いて、ブタインター

ロイキン(IL-2, IL-21)の大量発現に成功した。ニッコーマイシンZおよびポリオキシ

ン水和剤がBmNPV多角体の感染促進に効果を示し、その原因がカイコの囲食膜を

消失させ、ウイルス感染を促進することにあることを明らかにし、ＮＰＶの経口接

種法を開発した。また、凍結融解法によるカイコ幼虫体液の連続回収装置を開発し

た。 カイコ体液中に発現した組換え IL-2は、硫安沈殿や限外濾過等の精製処理工

程で様々な画分に分散され，糖鎖構造の異なるIL-2を発現させることに成功した。

有用物質生産のためのカイコ自動飼育装置開発を目的にカイコの移動にあわせて自

立的に動作させるロボットアーム制御プログラムを開発した。強健性で故障株の発

生が少なく、安定的に多収性を確保できる桑新品種「あやのぼり」を育成した。本

品種は葉を粉末化して人工飼料に添加した場合の蚕飼育成績も良好で、蚕を利用し

た有用物質生産用人工飼料の添加素材として期待される。

(イ)生体機能模倣技術の開発

〈中期目標〉
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ａ 昆虫の味覚受容分子等を利用したバイオセンサーの基本モデル設計に取り

組む。

ｂ 昆虫の飛翔行動等を解明するための測定・解析ツール、手法を開発する。

〈中期計画〉

(１)化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

刺激物質と受容タンパクの結合を検出する系を開発するとともに、味覚受容タン

パク質を膜あるいはゲルに固定する方法を開発する。また、細胞の付着性等に関わ

る分子認識部位をフィブロインに導入した細胞基材を作出し、その基本的機能を解

明する。

(２)微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

昆虫の感覚機能や運動機能を模倣した小型移動ロボットを開発するため、エビガ

ラスズメ飛翔時の生体電気信号を虫体を拘束せずに計測するためのマイクロデバイ

ス等のツールを開発する。また、カイコをモデルとし、幼虫動作等によって生ずる

生体機能情報を物理学的、工学的に計測する手法を開発する。

〈中期実績〉

(１)化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

ニクバエ味覚組織抽出物を、金薄膜上に固定化した脂質平面膜に埋め込むことに

成功し、塩や糖味覚刺激との結合を表面プラズモンにより確認できた。脂質膜固定

化用マイクロチャンバーとレセプター分子 -脂質膜利用センシングに特化した電界

効果型トランジスターを試作し、固定化脂質膜による塩刺激等による電位変化応答

を高感度で検出できるデバイスを開発した。ラクトース修飾絹フィブロインを基材

に用いてラット肝実質細胞及びマウス線維芽細胞を培養したところ、両方の細胞に

対し細胞適合性に優れていた。

(２)微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

従来までの筋電位送信用小型無線回路を改良し、羽ばたき運動中のカイコガから

筋電位を計測し、無線送受信できることを確認した。運動に伴って変化する加速度

を直接計測するため、超小型の加速度計測チップをエビガラスズメに搭載し、ホバ

リング飛翔中の加速度を計測した。エポキシ樹脂を利用し、マイクロ・ナノテクノ

ロジーにより筋電位や神経電位を計測できる多チャンネルのマイクロ電極を製作し

た。この電極を用い、カイコガが羽ばたき運動中の筋電位を4チャネル同時計測で

きた。音響式体積計により、カイコ幼虫、蛹の体積を容易に計測できることが分か

った。

(ウ)生物機能の改変による新規用途生物の開発

〈中期目標〉

ａ DNAマーカー等を利用した系統解析法を開発するとともに、非休眠性等を付与

した天敵昆虫の素材の開発に取り組む。

ｂ カドミウム、NOx、SOx等の環境汚染物質、有害化学物質の吸収・分解能を高め

た環境修復植物個体を開発する。

〈中期計画〉

(１)ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

ヒメハナカメムシ、カブリダニ等を対象として、DNAマーカーを用いた非休眠

性等の有用形質に関する種内多型の解析系を確立し、これを利用して生物農薬とし

て優れた特性を持つ天敵素材の開発に取り組む。

(２)環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出

耐性を付与することにより、環境負荷物質の一つである除草剤に耐性を示す組換

え植物や、農薬等を吸収・代謝・分解する環境修復用の組換え植物を作出し、利用

の可能性を評価する。
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〈中期実績〉

(１)ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

ヒメハナカメムシ、カブリダニの種の識別マーカーおよびマイクロサテライトに

よる系統識別マーカーを作製した。マイクロサテライトにより、特徴ある形質を有

する系統の識別が可能となった。ヒメハナカメムシ類の休眠性は非休眠を不完全優

性とする相加遺伝を行うことを明らかにした。ハダニ加害植物への応答が複数の揮

発性化学物質の学習によることを示すとともに、定着性が揮発性化学物質や過去の

経験によって決定されることを明らかにした。

(２)環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出

薬物代謝型遺伝子であるチトクロームP450モノオキシゲナーゼ遺伝子に属するヒ

トCYP2B6、ヒトCYP1A1、ヒトCYP2C19、ブタCYP2C49等を導入した組換え体水稲

及び陸稲を作出した。これらのP450遺伝子導入イネは、シマジン、アトラジン、メ

トラクロール等の除草剤に対し耐性を示した。また、組換え体は非組換え体と比較

して、土壌中及び水耕液中のこれら除草剤を吸収・代謝して分解する量が多く、イ

ネ茎葉部における薬剤の残留量も低下しているなど、高い環境修復能を示した。こ

れらの組換え体の一部について特定網室において環境安全性評価試験を実施し、導

入形質以外の特性に変化のないことを確認した。

(エ)新素材及び新蚕糸技術の開発

〈中期目標〉

ａ 繭の新素材としての利用技術の開発に資するため、セリシン繭等を生産する特

徴あるカイコ品種を開発する。

ｂ 絹の生体親和性等の機能性を新素材として利用するため、物質変換・加工に関

する基本技術を開発する。

ｃ 絹タンパク質、キチン等を用いた創傷被覆素材等の素材を開発する。

ｄ 繭糸素材等を用いて伸縮性絹糸や平面絹等の新生活素材を開発する。

〈中期計画〉

(１)セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発及び飼育技術の開発

極細繊度繭やセリシン繭等の特徴ある繭を産生する蚕品種を開発するとともに、

その効率的な飼育法を開発する。また、カイコ有用育種素材を整備し、物質生産用

品種等、新規性のあるカイコ品種素材の開発に取り組む。

(２)キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

キチン、絹タンパク質等の天然生体素材について、化学修飾、物理的改変、合成

技術の確立を通じて、キチンミクロスフェアを用いた徐放剤等医薬、農業分野にお

ける新規機能性材料を開発する。

(３)絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術

の開発

絹タンパク質であるフィブロイン、セリシン等昆虫やクモに特異的なタンパク質

について、成分の単離、回収法を検討するとともに、その高次構造、化学的特性等

を解明し、材料特性と機能発現との関係を検討して新素材設計の知見を得る。また、

創傷被覆材、化粧品等医療素材、生活素材への利用技術を開発する。

(４)昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出及びシルクの機能性利用と

加工技術による生活用素材の開発

繭糸や昆虫産生色素等の新生活素材等への利用に着目し、色素ではその単離・精

製手法の開発、構造と機能性の解明等を行う。繭糸では、新衣料素材の開発を目指

した極細繊度繭糸を用いた超薄地絹織物や、太繊度による伸縮性及びかさ高性に富

んだ洋装用絹糸の作出技術を開発する。また、シルク等の化学修飾による機能性付

与技術の開発に取り組むとともに、シルクの機能性を解明し、平面絹等の製造技術

の開発を図り、多様な生活用素材を作出する。

〈中期実績〉
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(１)セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発及び飼育技術の開発

極細繊度品種「はくぎん」の製品開発、細繊度３眠蚕「Sun」と２眠蚕誘導法に

よる超極細繭糸生産の確立、緑繭種「PNG×PCG」と黄繭種「PNY×PCY」の育成

をした。セリシン生産品種「セリシンホープ」を開発・特許化し、セリシンを効率

的に回収できる平面繭装置を開発した。このセリシンのゲル化・乳化しやすい特性

を利用して、化粧品や食品を試作した。さらに、抗酸化能、抗菌性、紫外線遮蔽効

果作用を高めた、フラボノイドやカロチノイドを産生するするセリシン蚕「セリシ

ンフラボ」と「セリシンカロチン」を育成した。カイコ受精卵の２カ年貯蔵法の開

発・特許請願や、平面繭品種、高強度繭糸系統、強健系統、物質生産用系統の選定

を行った。広食性遺伝子(pph)を遺伝子地図上に同定し、その染色体を視覚化した。

またpphが苦み認識遺伝子であることを明らかにした。さらに、繊度にかかわる候

補染色体を同定した。カイコ育種素材248系統などの検索機能を付加したＤＢ和英

文版を公開した。捕捉日射量から推定できるクワ乾物生長予測モデルや桑茶樹状仕

立て法を開発した。

(２)キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

ジブチリルキチン溶液の粘度とシリコンオイルの撹拌速度を変えることで、ミク

ロスフェアの薬物徐放性を制御できた。超臨界二酸化炭素によって、カイコクチク

ラから不飽和度の異なる脂肪酸が抽出でき、抽出量は温度と圧力によって制御でき

た。有用物質生産システム(昆虫工場)から回収したカイコ幼虫死骸から調製したキ

チンを用いて球状のミクロスフェアを作出し、テオフィリンを作製過程で混合する

ことで徐放性を確認した。絹タンパク質の生分解程度を、構造と特性変化から解析

し、絹膜は酵素処理で生分解が起こり易いが、絹繊維は酵素処理を受け難いことを

明らかにした。

(３)絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解明と創傷被覆材等への利用技術

の開発 (C431)
フィブロインの分解ペプチドの細胞増殖性を検討した結果、N末配列の２つの配

列(8および10残基)に高い細胞増殖性があることを見いだした。セリシン主要3成分

のうちセリシンAの一次構造を明らかにした。オニグモ、ジョロウグモの牽引糸を

作るタンパク質分子のアミド基は、繊維軸に対して平行に配向し、その２次構造は

クロスβシート構造に富むことが示された。ハチ類の幼虫が吐糸する繊維状蛋白質

(ホーネットシルク)の利用価値を探るため、スズメバチの巣からホーネットシルク

を抽出・精製し、さまざまな形状(粉末、フィルム、繊維、ゲル、スポンジなど)に

成型する方法を開発した。機械的特性に優れたフィブロイン多孔質３次元構造体(ス

ポンジ)の新しい作製技術を開発した。

(４)昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材の作出及びシルクの機能性利用と

加工技術による生活用素材の開発

天然色素抽出液に含まれるヒメマルカツオブシムシの摂食阻害物質と摂食刺激物

質の存在を見出した。赤外分光法や核磁気共鳴法を駆使し、セリシンの天然構造・

分子配向特性・熱分解挙動等を明らかにした。セリシンへの効率的な化学修飾技術

を開発し、各種の改変セリシンを作出するとともに、ゲルやスポンジ等への素材化

技術を確立した。繭糸繊度や繭色に特徴のある蚕品種繭を用いて、節に特徴のある

織物や薄地織物を作出した。太繊度で嵩高性に富むシルク素材を作出するため、緯

糸にネットロウシルク、経糸に綿を用いてデニム地を作出した。平面絹の用途とし

て、インテリア製品、フィルター類を開発した。繭糸１本による超薄地織物及び繭

糸チューブを作成し、人工皮膚及び人工血管用基材への適用を検討した。１台の繰

糸機でハイバルク・シルク(HBS)、スペシャルフラット・シルク(SFS)、HBSとSFS
のコンビネーションヤーンなど5種のシルク素材を繰製することのできる装置を開

発した。
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エ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発

(ア)生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

〈中期目標〉

ａ 分子情報等に基づいて生物の多様性を解明するとともに、多様性保存技術の開

発に取り組む。

ｂ 多型解析等を活用することにより、生物遺伝資源における機能多様性等を遺伝

子レベルで同定・評価し、遺伝子資源として利用する。

ｃ 難保存性動植物・微生物の超低温等による保存研究に取り組むとともに、野生

種等の現地保存が必要な遺伝資源の調査研究を行う。

〈中期計画〉

(１)遺伝子情報等に基づくイネ属等植物及び植物病原微生物の多様性解析

核ゲノムや母性遺伝する細胞質オルガネラゲノムを指標に用い、DNA塩基配列

情報に基づく植物の遺伝子多様性の解析を行う。また、ゲノム上に複数存在する病

原性関連遺伝子等を指標として植物病原微生物の多様性を解析するとともに、既存

の分類形質について分子系統をも反映するように新たな評価手法を開発する。さら

に、遺伝資源の画像情報等から抽出される隠れた特性情報を用いて、新たな多様性

評価手法を開発する。

(２)野生植物等の集団動態解析法の開発及び動物遺伝資源の特性維持、保全手法の効

率化

多様な生態型及び遺伝子型を含むササゲ属野生種集団等が保有する遺伝的多様性

の地理的分布パターンや、遺伝的多様性の特に高い集団の遺伝変異の動態を明らか

にするため、ゲノム全体に分布する分子マーカーを作成する。また、マイクロサテ

ライト等の遺伝的多様性情報を解析し集団内の多様性の程度の推定精度を上げ、こ

れを利用して動物遺伝資源の小集団における多様性の維持・保全技術を開発する。

(３)イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝子等の機能の多様性解析

耐病性・温度反応性等イネ栽培種等の生育環境適応に関連する特性の多様な遺伝

変異を探索し、これらの特性の遺伝解析に関する研究を行う。特に、凍結の制御に

関わる植物のタンパク質等の探索、単離、機能解析、遺伝子解析等を行う。また、

遺伝子ファミリーを構成する遺伝子の遺伝子構造や発現特異性を解析し、重複遺伝

子間又は対立遺伝子間の発現調節機構の多様性を解明する。

(４)物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

細菌・酵母等の微生物の増殖機能及び物質生産機能に関連する遺伝子を探索し、

その遺伝子の構造と発現調節機構及びその遺伝子がコードするタンパク質の機能を

解明する。また、遺伝子ネットワーク内における当該遺伝子とその他の関連遺伝子

の関係を解明する。さらに、得られた情報を基にして、これらの遺伝子やタンパク

質の機能の種、属間における多様性を解明し、当該遺伝子の遺伝子資源としての利

活用を図る。

(５)家畜配偶子と胚(生殖質)の保存のための増殖技術の開発及び野生植物等の生息域

内保存のための調査研究

稀少な動物遺伝資源の効率的な超低温等保存のため、ブタ等をモデルとし、配偶

子と胚における分化・増殖機構に着目した未分化生殖細胞及び胚の分化・増殖手法

を開発する。また、ササゲ属野生植物等農業上重要な作物の近縁野生種は複雑な集

団遺伝構造を持ち、生息域外保存方法では遺伝的多様性の保全が困難であるので、

これらにおける有用遺伝子の多様性をより効率的に保存するため、生息域内におい

てコアとなる集団を決定する。

〈中期実績〉

(１)遺伝子情報等に基づくイネ属等植物及び植物病原微生物の多様性解析 (D111)
イネミトコンドリアの全塩基配列の決定を行い、全遺伝情報を解明した。さらに、

野生イネおよびサトウキビ葉緑体全ゲノム塩基配列を決定した。これらの情報およ
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び核ゲノム情報を利用し、イネ、イネ科植物および近縁野生種の栽培種内、種間等

における多様性の特徴を明らかにした。遺伝子解析では、オオムギの穂の六条性を

解析し、条性遺伝子の同定に成功した。植物病原微生物では、イネ白葉枯病菌の全

ゲノム塩基配列を決定するとともに、病原性遺伝子群の機能解析を進めた。また、

同菌について公開用ゲノム情報データベース・遺伝子情報ビューワー等を開発し

た。フザリウム属糸状菌については、ダイズ急性枯死症、ムギ類赤かび病等の主原

因菌を含む２旧節について、分子系統解析と形態に基づく再分類を行い、10以上の

新種を記載した。

小課題D111は、業績が多い。

(２)野生植物等の集団動態解析法の開発及び動物遺伝資源の特性維持、保全手法の効

率化 (D121)
アズキについて、401種類のSSR配列をマーカー化し、栽培種と野生種の雑種集

団を用いて3種類の連鎖地図を構築し、合計292種類のSSRマーカーのゲノム分布を

明らかにした。次に、3種類の連鎖地図を統合し、AFLPマーカーや他のマメ科作物

のRFLPマーカーを含む合計896個の分子マーカーが座乗するコンセンサス連鎖地図

を構築した。動物遺伝資源の多様性推定に関しては、従来の遺伝的類似度推定の指

標である近交係数に加え、マーカー情報を組合わせた方法を考案した。マーカーア

シスト選抜やQTL情報を用いた選抜のシミュレーション結果により、これらの選抜

法が短期的な系統の作成に有効であることを明らかにした。さらに遺伝的特性を維

持しつつ繁殖形質を効率的に育種改良するための 良線形不偏予測法の理論と演算

法を確立した

(３)イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝子等の機能の多様性解析

ある種の果樹組織に含まれる氷核活性物質の単離に成功し、ササタケ類の不凍活

性物質を単離した。ブロムグラス培養細胞の低温、ABAによる耐凍性誘導過程で発

現上昇した15遺伝子をクローニングした。イネにブロムグラス、イネ等由来の耐凍

性関連遺伝子を10種導入し、T3種子まで世代を進めた。オオムギの分離集団を用

いて出穂日に関する解析を行い、春播きおよび秋播き条件下で、それぞれ新規の２

および５つのQTL座を検出し、染色体地図上にマッピングした。イネのカタラーゼ

遺伝子群について、病原菌・傷害応答時の発現調節機構は、進化の過程で遺伝子の

重複が生じた後に多様化し、一部は5'上流領域変異に起因することを明らかにした。

(４)物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

イネいもち病菌の感染制御遺伝子群の解析により、3量体Gタンパク質βサブユ

ニット遺伝子Mgb1の付着器形成の制御への関与やMstu1の付着器機能成熟への関与

等を明らかにした。マイクロアレイ作製に向け、イネいもち病菌胞子・菌糸の均一

化完全長cDNAライブラリーを得た。非病原性遺伝子AvrPitについては、3つの交配

集団を用いた遺伝地図およびコンティグを作製する一方、イネ側の穂いもち圃場抵

抗性遺伝子Pb1の座領域を35kbに絞り込んだ。酵母キラータンパク質KlKPについて

は、出芽酵母のカルシウム情報伝達等に係わるとともに、セラミドを標的としてお

り、真菌制御への利活用の見込みを得た。さらに、パイロットスケールの水素生産

リアクターを作製し、パンくずを原料に高効率の連続水素発酵に成功した。

(５)家畜配偶子と胚(生殖質)の保存のための増殖技術の開発及び野生植物等の生息域

内保存のための調査研究 (D151)
ブタ体外成熟卵子を体外受精・発生させ、移植により産仔を得た。精子頭部注入

による顕微授精でも産仔が得られた。ブタ原始卵胞卵子をヌードマウスに移植後成

熟させ、体外受精で初期胚を得た。ブタ前精祖細胞でも異種移植後成熟と顕微授精

によって初期胚が得られた。精子形成において、シナプトネマ構造形成に関わる

FKbp6の欠損が、ラット精子形成不全の一因であることを解明した。イネ属とササ

ゲ属アズキ亜属作物近縁野生種の、スリランカ、東南アジア大陸部、パプアニュー

ギニア等における現地調査、収集遺伝資源の生育特性およびDNA多様性解析より、

生息域内保存コア集団を決定した。また、アズキ亜属については、世界に類をみな
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い遺伝資源の収集に成功し、21種からなるアズキ亜属新分類体系を確立した。

小課題D151は、原著論文の数が多く、論文の質も高い。

(イ)実験用動植物の開発

〈中期目標〉

ａ トランスポゾンを利用した約4万系統のノックアウトイネを開発する。

ｂ 生体防御機構の解明及び異種間臓器移植等の新規医療技術開発に資するため、

免疫系を中心とした遺伝子の導入、欠損等による10数種の疾患モデルマウスを開

発する。

ｃ 遺伝子導入による効率的な疾患モデルブタの作出技術を開発する。

〈中期計画〉

(１)ミュータントパネルの作出

合計4万系統の作出を目標に、イネ・レトロトランスポゾンTos17による遺伝子破

壊系統(ミュータントパネル)の作出を行う。また、ミュータントパネルを圃場に展

開し、観察される変異形質をデータベース化する。

(２)マウスにおける遺伝子改変技術の開発と疾患モデルマウスの作出

遺伝子導入及び遺伝子ノックアウト等による疾患モデルマウスの作出をより効率

的に行うため、マウスにおける遺伝子導入技術及び導入遺伝子の発現制御技術等を

開発・改良する。また、免疫疾患モデルマウス、感染症モデルマウス、免疫寛容モ

デルマウス等、生体防御機構の解析研究に活用可能な疾患モデルマウスを作出する。

(３)形質転換ブタ作出技術の開発・改良

マウスに比較し立ち遅れている形質転換ブタ作出のための個別技術の開発又は高

度化・簡便化を図り、これらをもとにしてブタへの遺伝子導入を効率的に行うため

の技術体系の構築を図るとともに、この技術を用いて導入遺伝子が発現した明確な

表現型を示す遺伝子導入ブタを作出する。

〈中期実績〉

(１)ミュータントパネルの作出

目標を上回る約5万系統のTos17による遺伝子破壊系統を作出した。さらに、大学

等と共同で表現型の解析を進め、5万系統すべての解析を完了した。表現型は可能

な限り画像ファイルとして保存し、リレーショナルデータベースに整理した。整理

したデータをWWWブラウザで閲覧するためのWWWサーバシステムを構築し、表

現型データを公開した。

(２)マウスにおける遺伝子改変技術の開発と疾患モデルマウスの作出

免疫疾患モデルマウス作出のため、抗WASP-EVH1-scFvを発現するTgマウスを１

８系統作出した。そのうち９系統TgマウスのT細胞において抗WASP-EVH1-scFvは十

分に発現し、標的分子WASPとの会合も確認され、TCR刺激に伴う IL-2産生が顕著

に阻害されていた。代謝異常症等の疾患形質の解析のため12系統のモデルマウスを

開発し、QTL解析により疾患原因遺伝子の染色体マッピングを行った。感染症モデ

ルマウス作出のため、ウイルス感染抵抗性遺伝子Mxを導入したTgマウス16系統を

作出した。

(３)形質転換ブタ作出技術の開発・改良

核移植ドナー細胞の候補としてブタ胎子脳から中枢神経幹細胞株を単離・培養

し、これらの細胞株の個体発生能力を除核ブタ卵子への核移植により検討したとこ

ろ、胚盤胞への発生率が線維芽細胞を用いた場合よりもやや高かった。また、ブタ

卵子の体外成熟および体外発生のための培養条件を検討し、酸素濃度を5％に減じ

て体外成熟させることで高い体外発生率が得られた。緑色蛍光タンパク質(EGFP)
を発現するブタの作出ではクローンの死亡例が多く認められ、原因にEGFPの過度

の発現が影響していることが考えられた。そこで、セルソーターによりEGFPが中

程度に発現する細胞を選択し核移植に用いた結果、死亡例は認められず、EGFPを
発現する正常なクローンブタ1頭が誕生した。
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(ウ)組換え動植物作出のための基盤技術の開発

〈中期目標〉

ａ 組織・器官特異的又は各種誘導性プロモーター等、多様な特異性を示すプロモ

ーターを開発する。

ｂ 植物の相同組換え技術の開発に取り組むとともに、形質転換効率の不十分な作

物について効率を向上させる技術を開発する。

ｃ トランスポゾンの改良等に着目して昆虫形質転換系等を開発する。

ｄ 動物・植物の代謝系を利用した新たな選抜技術の開発に取り組む。

ｅ 組換え体の安全性評価手法の開発に取り組む。

〈中期計画〉

(１)新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

ゲノム解析から得られる組織・器官特異的発現遺伝子に関する情報や、感染特異

的発現遺伝子等の解析をもとに、多様な特異性をもつプロモーターを取得し、それ

らを組み込んだ発現ベクターの開発を行う。

(２)高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析

高等植物における相同組換えの分子機構とその効率を高めるための要因の解析を

行い、染色体中の特定の遺伝子を破壊・改変する技術の開発に取り組む。

(３)コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

アグロバクテリウムによる形質転換が困難なコムギ、ダイズ等の作物に関して、

形質転換効率を向上させるため遺伝子導入方法、再分化関連因子等を改良・開発す

る。

(４)トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆虫等の作出技術及び昆虫培養細胞

系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

トランスポゾンによる組換え体昆虫の作出において、トランスポゾンの転移活性

の改良等により、組換え体作出効率を向上させるとともに、発現能力の高いウイル

スベクターを開発する。また、初代培養法の改良等により、簡便で容易な昆虫細胞

株作出技術を開発し、作出された培養細胞の機能解析を進める。微生物等の異物を

認識して応答する培養細胞を選抜して昆虫生体防御反応の実験系を開発し、先天性

免疫関連遺伝子の転写因子を解明する。

(５)社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

植物や動物由来の選抜マーカー遺伝子やマーカー遺伝子の除去技術等の社会的受

容性の高い新規選抜技術の開発に取り組む。

(６)安全性評価手法の開発

マイクロアレイ、プロテオーム解析等の新規分析技術の導入等により、組換え体

の安全性評価手法の高度化を図るとともに、従来と異なる型の組換え体の評価にも

適用できる安全性評価の項目を開発する。

〈中期実績〉

(１)新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

イネゲノム解析データ等をもとに、構成的および組織・器官特異的発現が予想さ

れるプロモーターをクローン化し、これらプロモーター配列とGUSレポーター遺伝

子をイネに導入した。GUSアッセイの結果、異なる発現パターンを有する7つのプ

ロモーター群を得た。また、マイクロアレイ解析により感染特異性等の誘導的発現

を示したイネ遺伝子のプロモーター約40種類をクローン化し、GUS遺伝子に接続し

てイネに導入した。カルス、葯、維管束等で発現するプロモーターカセットを開発

し、特許出願した。また、単子葉、双子葉それぞれに利用できる等汎用性が高く扱

いやすい、約10kbの超小型バイナリーベクターを開発した。

(２)高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析

イネ、シロイヌナズナから相同組換えに関与する遺伝子を網羅的に単離解析した。
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高等植物の相同組換えシステムは酵母より動物に近いことを示した。クロマチンア

ッセンブリーファクター変異体や、DNA損傷の修復に係わるRad遺伝子の過剰発現

でシロイヌナズナの相同組換え頻度が上昇することから、クロマチン構造の変化や

相同組換え関連因子の発現レベルが相同組換えに影響を及ぼすことを示した。また、

イネ、シロイヌナズナで、遺伝子ターゲテイングにより染色体上のアセト乳酸合成

酵素遺伝子に点変異を導入し、除草剤耐性を付与することに成功した。

(３)コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

再分化培地組成及び培養温度の改良により、コムギの再分化率が向上し、再分化

可能品種の範囲が拡大した。前処理を施した完熟種子に対する減圧エレクトロポレ

ーション、または減圧とアグロバクテリウム感染を組み合わせて種子に遺伝子を導

入する方法のコムギ等への適用を試みた。カルス化前の早い段階で、イネ種子にア

グロバクテリウムを感染させる超迅速形質転換法を開発した。高再分化イネ品種湖

南早の再分化関連遺伝子領域の詳細な解析結果から、亜硝酸還元酵素遺伝子プロモ

ーター領域の関与を示唆する結果を得た。ダイズに対して高感染性を示し、腫瘍形

成能を欠失させたアグロバクテリウム株を作出した。

小課題D332(16～17年度)において特許申請中の減圧ポレーション法は、ゲノム

への安定的組込み及び導入遺伝子の確認に問題がある。実験が容易であるはずのイ

ネでも、安定技術となっていない。今後は一過的遺伝子導入法としての限定的利用

を考える。 iptを利用した形質転換体の選抜法は、培養変異を回避する上でも画期

的であり、今後の取り組みにより、実用化技術に発展できると考えている。特に再

分化の困難なイネ科植物の形質転換においては有効であろう。

(４)トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆虫等の作出技術及び昆虫培養細胞

系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立 (D341)
トランスポゾンによる組換え昆虫の作出については、昆虫の発生初期胚にDNA

溶液を微量注射する装置を開発し、昆虫卵への注射が容易に行えるようになった。

同時に、DNA型のトランスポゾンpiggyBacを利用したベクターの改良や新しいマー

カー遺伝子の開発を進めた結果、組換え昆虫の作出効率は著しく向上し、他の研究

グループに大きく差をつけることができた。また、昆虫に導入した遺伝子の発現制

御についてはGAL4/UASの系を開発し、導入した遺伝子を昆虫の各組織で発現させ

るとともに時期特異的な発現制御が可能となった。加えて、ベクターとしてpiggyBac
以外のトランスポゾンであるminosを利用した遺伝子導入法が作出され、これを利

用した組換え昆虫の作出法が開発された。昆虫の初代培養期間を短期間に経過させ

るために昆虫種別に鱗翅目、鞘翅目、膜翅目用と半翅目、双翅目用の2種類の培養

液を開発した。また蚕蛹由来のキチン、キトサンの細胞外マトリックスが初代培養

細胞の付着と増殖に適していることを明らかにし、両者からなる昆虫培養細胞株の

新たな早期作出方法の特許(米国)を得た。本法により作出が困難であった多くの昆

虫種由来の培養細胞株を樹立でき、昆虫の分子生物学研究の進歩に著しく貢献した。

昆虫の組織特異的な免疫反応のin vitro実験系として、培養細胞を用いた抗菌ペプチ

ド遺伝子発現の定量的検定系を鱗翅目昆虫培養細胞系で初めて確立した。

(５)社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

イネ培養細胞より単離した２点変異型アセト乳酸合成酵素(ALS)は、単子葉およ

び双子葉において、抗生物質に代わる、植物代謝系酵素由来の新たな選抜マーカー

として利用できた。ALS遺伝子導入植物は強い除草剤耐性を示すが、この２点以外

の部位における変異あるいは変異部位と除草剤の組合わせを変えることにより、多

様な新規選抜マーカーとしての利用が可能であった。部位特異的組換え酵素による

マーカー遺伝子のカルス選抜段階での除去は困難であったが、部位特異的組換え酵

素の再分化個体への二次的導入または組換え酵素を生殖器官形成時に時期・部位特

異的に働かせる方法で、マーカーを除去する可能性を見いだした。汎用性のある動

物由来選抜マーカーは作出できなかった。

(６)安全性評価手法の開発
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ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ(PEPC)遺伝子導入イネの旺盛な根

系発達と根からの有機酸分泌を考慮し、従来の安全性評価項目に圃場での低温スト

レス耐性(越冬性)及びサンドイッチ法による高感度アレロパシー検出を新たに追加

した。グリホサート耐性ダイズ栽培によるグリホサート耐性菌の増加は検出されな

かった。組換えトマトの接ぎ木試験において、導入遺伝子及び薬剤耐性遺伝子の移

行はみられなかった。アブラナ科では環境要因が交雑親和性に影響しやすいとされ

るため、水分ストレス、窒素ストレスが白菜、カラシナを用い交雑に及ぼす影響を

調べたが、花粉管伸長等に変化はなかった。昆虫では、遺伝子組換えカイコからの

導入遺伝子の水平移行に関する試験を行った。

小課題D361では、安全性評価法の高度化が達成できていない。「評価手法を高度

化する」という中期計画に対応する形で設定されたマイクロアレイ、プロテオーム

による導入遺伝子等解析の課題（イネゲノムプロジェクト）は、開始早々にプロジ

ェクトからはずれそのまま中断した。現状では、この分野の研究勢力の確保が難し

いことから、第Ⅱ期中期計画では、本課題内容は独立課題としては実施しない。

オ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

〈中期目標〉

ジーンバンク事業の植物、動物、微生物、DNA部門のセンターバンクとして、サブ

バンク等と協力して、数値目標を設定して遺伝資源の収集、評価、保存、情報管理

等を行うとともに、利用者への配布を行う。特に、生物多様性条約下における遺伝

資源収集点数の拡大及び特性評価の充実を図るとともに、公開用データベースを高

精度化する。また、共同調査により海外における遺伝資源の多様性保全に取り組む。

〈中期計画〉

(１)遺伝資源の探索・特性評価・素材化

年次計画により遺伝資源の収集・受入れの強化を図る。海外における遺伝資源の

多様性保全のための共同調査を行う等、ＦＡＯにおける国際的枠組みとの連携・協

力や生物多様性条約等に基づいた対処を進める。収集遺伝資源を主体に有用特性の

評価の充実を図るとともに、野生種等の有用遺伝子利用に着目し育種素材化を進め

る。

(２)遺伝資源の保存・管理及び特性情報の高度化

遺伝資源の効率的かつ安定的な保存システムの構築を進めるとともに、品質評価

を行い、保存遺伝資源の活力及び特性の維持を図る。配布等により保存数量が減少

した遺伝資源は増殖する。また、配布に際し、遺伝資源に関する国際的枠組みに積

極的に参加するとともに、利用者への利便性向上を図るため、インターネットによ

る公開用データベース等、遺伝資源情報の管理・提供システムを高度化する。

〈中期実績〉

(１)遺伝資源の探索・特性評価・素材化 (E121)
海外での遺伝資源の探索収集(植物15隊、微生物2隊、動物2隊)等により目標以上

に収集受入が進み、植物約22,000点、微生物約6,000株、動物約250点を新たに導入

した。生息域内保存のための共同調査と多様性解析(4カ国)、国際植物遺伝資源研

究所(IPGRI)との東アジア地域における国際共同研究を実施し、生息域内保存の候

補地を選定した。遺伝資源の有用変異を探索し、イネ種子寿命に関係するQTLの検

出、イネいもち病圃場抵抗性QTLの単離、家禽のマイクロサテライトマーカーの開

発と連鎖地図の作成、ダイズ斑点細菌病菌の宿主決定機構の解明等の成果を得た。

遺伝資源の新たなリソースとして世界と日本のイネ・コアコレクションを作成し配

布を開始した。

(２)遺伝資源の保存・管理及び特性情報の高度化

平成17年度末の保存総数は植物23.6万点、微生物2.2万株、動物929点で、中期計
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画の目標を達成した。配布可能なアクティブコレクションを植物13.2万点、微生物1.4
万株、動物94点に拡充した。遺伝資源の超低温保存法の開発と実用化のための課題

に取り組み、クワ冬芽750点を超低温で保存し、イグサ、微生物、ニワトリ等で保

存法の開発と改良を進めた。遺伝資源やゲノム情報利用者の利便性を向上させるた

め、遺伝資源データベースの統合、各種ゲノム情報データベースとイネ・アノテー

ション・データベース(RAP)の開発と公開等により、提供情報の充実とシステムの

高度化を推進した。また、アレイ解析のための研究支援体制を整備した。

２ 専門研究分野を活かした社会貢献

(１)分析、鑑定

〈中期目標〉

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の有する高い専門知識が必要とされ

る分析、鑑定を実施する。

〈中期計画〉

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度な専門的知識が必要とされ、他の機関

では実施が困難な分析、鑑定を実施する。

〈中期実績〉

毎年度、宮内庁紅葉山御養蚕所の蚕種(小石丸)について母蛾検査の依頼があり実施し

た。また、農業生物資源研究所の専門性を活かして、大学等からのイネ発現遺伝子解

析7件、都道府県などからの作物病害の診断(25件)や繭・生糸の品質鑑定(9件)等の依

頼があり分析鑑定を行った。

(２)講習、研修等の開催

〈中期目標〉

講習会の開催、国公立機関、民間、大学、海外機関等外部機関からの研修生の受入

れ等を行う。

〈中期計画〉

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 他の独立行政法人、大学、国公立機関、民間等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。また、海外からの研修生

を積極的に受け入れる。

③ 外部に対する技術相談窓口を設置し対応する。

〈中期実績〉

①都道府県の研究者を対象にしたバイオテクノロジー研修(都道府県農林水産関係研究

員短期集合研修)を13年度及び15年度は植物、14年度及び17年度は昆虫、16年度は動物

の各分野を対象に開催した(計163名参加)。産官学のバイオテクノロジー分野の研究者

を対象とする農林交流センターワークショップ(農林水産省農林交流センターと共催)

を5年間で計23回開催し、計340名が受講した。平成17年度からインターンシップ制度

を設けて14名を受け入れた。また、植物防疫官専門研修への講師派遣など、各種研究

機関、団体等の講習会、講演会等に、延べ5年間で210名の講師を派遣した。

②依頼研究員受入れ規程、講習規程等を整備し、5年間で民間及び公立試験研究機関か

ら依頼研究員37名、大学等から講習生465名のほか、JICA等の海外からの研修生236名
を受け入れ海外の研究者の技術水準の向上に寄与した。

③技術相談の担当窓口(企画調整部情報広報課)を中心として対応に努め、相談に対し

ては職員が迅速に対応した。寄せられた相談に対しては、電話による回答の他、研究

所において面談した。面談は364件あった。

(３)行政、国際機関、学会等への協力

〈中期目標〉
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行政、国際機関、学会等への専門家の派遣、行政等への技術情報の提供等を行う。

〈中期計画〉

① 我が国を代表するバイオテクノロジーに関わる研究機関として、行政、国際機

関、学会等の委員会・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・交流に協力する。また、行政等の要請に応じて、技術情報

を適切に提供する。

② 公立機関、民間等からの放射線照射依頼については積極的に対応する。

〈中期実績〉

① 国や独立行政法人等からの要請に応じて5年間で113件の専門家派遣を行った。また、

国の委員等64名、地方公共団体の委員等26名、他独立行政法人の委員等114名、延べ204
名を派遣して行政等に協力した。国内学会及び国際機関・国際学会には、職員を役員

等として派遣し協力に努めた。また、アジア太平洋経済協力会議(APEC)、国際協力事

業団(JICA)、農林水産省などからの要請に応じて延べ69名の職員を海外で開催された

委員会、会議等に専門家として派遣した。農林水産省や文部科学省からの要請に応じ

て、研究開発に関する検討会等に延べ26名を専門家として派遣した。国内において13
～15年度に各11件、9件、8件の国際シンポジウム等を主催した。

②放射線育種場において大学、民間、県等からの依頼照射に積極的に対応し、5年間で

他の独立行政法人から計330回、公立試験研究機関から計362回、大学から計157回、民

間・個人から計296回で、合計1,145回の依頼照射を行った。

依頼照射の成果について、育成者から報告のあったのは以下の３品種である。照射

を行ってから品種にするまでに数年を要するため、照射を行ったのは、5年以上前で

ある。

・ナンキンハゼ「グリーンホーネット」

照射材料：ナンキンハゼの種子

登録品種名（登録年月日）：グリーンホーネット（平成１５年１１月１８日）

登録品種の概要：葉に覆輪有り

・生食用モモ「清水白桃RS」
照射材料：「清水白桃」の苗木

登録品種名（登録年月日）：清水白桃RS（平成１６年１１月８日）

登録品種の概要：黒斑病の抵抗性が 弱から中に。

販売状況：平成15年秋に639本、16年秋に55本の苗木を販売

・飼料用イネ「宮崎飼４２号」

照射材料：イネ「モーれつ」の籾

登録品種名（登録年月日）：宮崎飼42号（平成１２年に登録申請）

登録品種の概要：難脱粒性

３ 成果の公表、普及の促進

(１)成果の利活用の促進

〈中期目標〉

研究成果はデータベース化やマニュアル作成等により積極的に利活用の促進を図

る。さらに、先端研究成果は、作物研究、畜産研究等の応用研究との連携により、利

活用の促進を図る。

〈中期計画〉

① 研究成果は外部の評価により、直ちに利活用できる(普及に移しうる)成果を中

期目標の期間内に10件以上選定する。

② 行政、生産者等が利用可能な各種のマニュアル、データベース等を作成すると

ともに、農林水産省研究ネットワーク等を活用して、成果の普及、利活用の促進

に努める。

③ 国際的な動向に対応して遺伝資源の配布手続きを簡素化し、他の独立行政法人、
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公立研究機関、大学、民間、海外研究機関等への遺伝資源の配布を行う。

④ ゲノムの塩基配列及び遺伝資源の特性に関する情報等の研究の基盤となる情報

は、迅速にインターネットを通じて公開する。また、単離した有用遺伝子や新

生物資源等の成果は知的所有権を確保しつつ、共同研究や研究成果移転促進事

業等により、他の独立行政法人や民間等に技術移転し、応用研究や実用化研究

の推進を図る。

〈中期実績〉

①主要な成果を「知的貢献」「技術開発」「農業生産」「生物産業」と定義し、「農業生

産」と「生物産業」に分類された計22件を直ちに利活用できる(普及に移しうる)成果

として決定し、他の116件の成果とともに「主要な研究成果」とした。これらの毎年度

の主要な成果は印刷・配布するとともに、ホームページ上でも公開した。

②成果の普及、利活用の促進のため、 研究所資料、研究成果情報、研究所年報、Annual
Report、研究所ニュースを発行し、所ホームページ上で公開した。ホームページは随

時更新し、 新の情報を提供した。また、13年度にはイネゲノム、ジーンバンク等の

ホームページを開設し研究情報の提供を行った。トップページには毎年度約300～600
万回のアクセスがあった。

③遺伝資源の配布に関する規定を整備し、植物及び微生物遺伝資源、DNA等の配布を

行った。5年間の配布実績は、植物遺伝資源990件、微生物遺伝資源898件、動物遺伝資

源67件、イネDNA582件、ブタDNA79件であった。さらに、原蚕種2,506蛾、保存蚕品種2,341
蛾、桑の接穂・苗木5,830本 ,昆虫培養細胞株72株の配布を行った。

④イネゲノムのホームページ上にイネゲノム塩基配列情報を公開するとともに、塩基

配列の新たな解読成果を日々追加公開した。また、新たにイネ遺伝子機能予測データ

ベースやシスエレメントモチーフ検索データベースなど、研究の基盤となる情報や分

析手段等の提供に努めた。さらに、イネゲノムのホームページ上に国際コンソーシア

ムによるイネ全塩基配列解読の状況、イネ完全長cDNA32,000クローンに関する情報等

を新たに公開する他、研究の基盤となる情報や平易な分析手段等の提供に努めた。15
年度にはゲノムリソースセンターを中心として研究リソースの整備を進め、配布を開

始した。

ベンチャー支援のために、当研究所の職員等がベンチャー企業を起こす際に、申請

者等をNIASベンチャー企業として認定し、施設設備の利用等の支援ができる制度を設

けた(15年度)。15年度には、家畜、畜産物等の遺伝子診断を業務とする「(株)プレス

クライブ・ゲノミックス」、絹タンパク質を利用したスキンケア素材の開発等を業務

とする「(有)プロライフ」、17年度には、抗体製剤の開発と抗体の新規利用法の開発等

を業務とする「(株)プリベンテック」の計3社のベンチャー企業が設立された。3つの

会社をいずれNIASベンチャー企業として認定している。

(２)成果の公表と広報

〈中期目標〉

研究成果は、積極的に学術雑誌等への論文、学会での発表等により公表するととも

に、主要な成果については各種手段を活用し、積極的に広報を行う。また、国民への

パブリックアクセプタンスの推進に努める。

〈中期計画〉

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、中期目標の期

間内に1,740報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に公表する。

② 研究成果については、その内容をインターネットや「つくばリサーチギャラリ

ー」や「展示室」の展示等を通じて公開に努めるとともに、重要な成果に関し

ては、適宜マスコミに情報を提供する。また、パブリックアクセプタンスの確

保に努める。

〈中期実績〉

①研究成果の発表は、5年間で1,792報（原著論文1,407報、総説・単行本385報）であっ
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た。

②今中期目標期間中に、記者発表会50回、資料配付18回あわせて68回の報道対応を行

った。生物研が関係する新聞記事は合計で976件掲載された。TVや雑誌等のマスコミ

の取材には積極的に対応し、研究成果等が175回紹介された。海外からの視察者・見学

者では、IRRI副所長、CGIAR事務局長、マレーシア科学技術環境大臣等をはじめ、計1,766
人の受入を行った。国内からは20,708人の視察者・来訪者の受入を行った。一般公開

を本部・大わし地区(茨城県つくば市)、放射線育種場及び生活資源開発研究チームで

行い、11,613人の参加があった。「つくばちびっ子博士(つくば市教育委員会主催)」「ま

つもと工業まつり(松本商工会議所主催)」等、青少年、市民対象の各種イベントに参

加し、科学技術への理解醸成を図った。平成17年度からはインターンシップによる大

学生の受入も行った。また、研究所の大わし地区展示室、ゲノム解析センターロビー、

放射線育種場等とつくばリサーチギャラリーにおいてパネル展示を行った。

遺伝子組換え推進室並びに遺伝子組換え技術開発・情報センターを設置し、遺伝子

組換えに関する国内外の情報収集と情報発信を強化した。遺伝子組換え試験研究に対

する国民理解の増強を図るため、遺伝子組換え農作物の第Ⅰ種使用の一般説明会を開

催した。栽培開始と収穫時期にはプレスリリースを行った。さらに、遺伝子組換え農

作物と安全性評価の概要を平易に説明した「食と農の未来を提案するバイオテクノロ

ジー」を発行した。

(３)知的所有権等の取得と利活用の促進

〈中期目標〉

重要な研究成果については、わが国の農林水産業等の振興に配慮しつつ、特許等の

取得により権利の確保に努めるとともに、民間等における利用の促進を図る。また、

育種研究成果については、国の命名登録制度を活用しつつ、優良品種の育成・普及に

努める。

〈中期計画〉

① 知的所有権の取得に努め、中期目標の期間内に200件以上の国内特許等を出願す

る。また、海外で利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮し

て、特許等の外国出願を行う。

② 育種研究成果については、積極的に種苗法に基づく品種登録を行うとともに、

海外で利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮して、外国出

願を行う。また、育種研究成果の普及及び利用促進を図るため、農林水産省の

命名登録制度を活用し、中期目標の期間内に５件以上の新品種及び中間母本の

登録申請を行う。

③ 補償金の充実等により、知的所有権取得のインセンティブを与える。

取得した知的所有権に係る情報提供はインターネットを通じて行うとともに、

研究成果移転促進事業等を活用し、知的所有権の利活用を促進する。この場合、

知的所有権の実施の許諾等については、我が国の農林水産業等の振興に支障を

来すことのないよう考慮の上、決定する。

④ 所の知的財産の技術移転を図るため、15年度に「（株）プレスクライブ・ゲノミ

ックス」と「（有）プロライフ」の２社に対してNIASベンチャー企業と認定し、17
年度に「（株）プリベンテック」を認定した。これら３社に対して特許の許諾、

施設利用許可を与える等の支援を行った。

〈中期実績〉

①職務発明規程、知的所有権実施規程等を整備し、知的所有権の取得を奨励した結果、5
年間で、国内特許出願238件、外国出願266件を行った。15年度には、生物研知的財産

権方針、技術移転方針を策定した。

②5年間で、品種出願23件行った。これにより、中期計画の目標数を達成できた。

③発明者に特許等取得のインセンティブを与えるため、独立行政法人化以降、職務発

明規程において特許等の実施補償金の上限を撤廃した。
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④取得した特許については、情報を研究成果移転促進事業の事業主体の社団法人農林

水産技術情報協会に提供した。毎年度に登録になった特許を農業生物資源研究所ニュ

ースに掲載して広報した。知的所有権の許諾については、５年間で特許の実施許諾契

約を330件(品種の利用許諾契約も含む)締結した。５年間では、これらの許諾契約に基

づき、17百万円の実施収入を得た。16年度までに登録になった特許を農業生物資源研

究所ニュースに掲載して広報した。

第４ 財務内容の改善に関する事項

１ 収支の均衡

〈中期目標〉

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。

〈中期計画〉

なし

〈中期実績〉

研究の重点化・効率化に対応した予算配分を行うとともに、競争的資金の一部及び自

己収入を管理費に充当して管理経費の確保に努めた。

また、経費の節減に努めるとともに、年度の前半期終了時において予算の見直し配分

を行うなど、効率的で柔軟な予算執行に努めた。

以上のような取り組みにより、運営費交付金のうち人件費を除く管理経費と業務費に

ついて対前年度比１％減となった中でも、計画通り業務を遂行することができた。

２ 業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守

〈中期目標〉

経費節減目標を踏まえた運営費交付金の交付を受けることを前提に中期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を行う。

〈中期計画〉

なし

〈中期実績〉

（１）経費の節約等

運営費交付金のうち主なプロジェクト研究に係る予算を、特別研究費として課題

毎に配分した。配分に当たっては、前年度で研究終了した課題に係る予算を継続課

題及び新規課題に組み換えて、研究の重点化・戦略化に沿った予算執行を行った。

研究機械整備費について、委員会において審査を行い、研究の重点化と効率的な

推進並びに機器の共用など有効利用の観点から精査した。17年度においては、節減

額を後半期の予算組み替え財源とし、研究費に追加配分した。

電気の使用量を低減させるため策定した「省エネルギー(電気)中長期計画」(3カ
年で電気使用量の3％削減を目標)に基づき、区分管理や効率的な運転調整が可能と

なる電気配線系統の見直し改修や計器類の整備、冷暖房設備の省エネ基準による運

転調整、エレベーターの一部制限運転、照明器具や空調設備など電気設備の省エネ

ルギー型への更新等を行うとともに、職員への省エネ意識の徹底を図った。また、

電力契約に当たっては、契約種別や契約方法の見直しを毎年行い、電力需給契約量

と契約料金の引き下げに努めた。上下水道料の節減のため、節水管理に努めるとと

もに、施設の効率的利用計画に基づき、年次計画による下水道設備の改修等を行っ

た。メールなど電子通信手段の活用促進により、郵便料金等通信運搬費の節減に努

めた(表４)。
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表４ 主な節減実績 (単位：千円)

(13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度)

光熱水料 520,610 508,501 512,242 526,943 541,402
通信運搬費 30,732 29,226 26,984 22,926 19,273

注1)15年度の光熱水料の増加は、14年度の構造生物学研究棟の新築に起因する。

注2)16年度の光熱水料の増加は、猛暑、厳寒の年であったために夏季の上・下水道

の使用量が増嵩したこと、及び灯油価格の大幅な上昇があったことによる。

注3)17年度の光熱水料の増加は、原油価格の大幅な上昇があったことによる。

平成16年度 平成17年度 17－16年度

灯油（ｋ１） 1,190 1,073 ▲ 117
重油（ｋ１） 114 106 ▲ 8
金額（千円） 52,688 73,476 20,788

(２)受託収入、その他の自己収入の獲得

ア 受託収入の獲得

科研費、生研センター基礎研究など主要な研究費応募については、複数のグループ

長、研究企画官などによる応募書類のブラッシュアップやヒアリングの予行演習を行

うなどの支援、指導を行った。その結果、科研費の採択件数と採択率は平成14年度の2
件、12.5%から平成17年度の19件、20.7％に増加し、この間に科研費総獲得金額は3百
万円から106百万円へと30倍に増加した。

イ その他自己収入の獲得

特許権の実施については、年報・Webサイトへ特許取得情報の提供を行うとともに、

生物研が主催する各種集会において特許利用の啓蒙・促進作業を行い、第１期中期計

画中に約17百万円の収入があり、生物研の運営に寄与した。ジーンバンク事業では、

下記の課題を目標に掲げ、遺伝資源利用者へのサービス向上に取り組んだ。

①ホームページ上での遺伝資源の検索機能の強化や遺伝資源情報として画像データ

を付加するなど利用者への情報サービスの拡大

②配布種子の発芽率を向上させるなど配布する遺伝資源の品質の向上

③出庫作業、事務手続きの効率化による納期の短縮

また、ジーンバンクでは、県、大学等公共研究機関との間で遺伝資源の交換協定を締

結し、相手側研究機関からの遺伝資源の収集による保存点数の拡大と無償配布による利

活用の促進を図ってきた。中期計画期間を通じて自己収入の獲得に努め、17年度計画及

び中期計画額を上回る実績を収めた。
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(３)経営管理体制（内部統制・監査体制、契約方針、監督、検査体制を含む）

主務大臣より指示された中期目標を達成すべく、当法人が作成し認可を受けた中期

計画、年度計画を推進するために以下の取り組みを行ってきた。

ア 内部統制

理事会及びグループ長会議を設置し、職員の意見を聴取するとともに法人運営の基

本的事項、重要事項の審議、決定を行ってきた。また、組織、業務の健全な推進に必

要な各種規程を整備し、規程に基づく事務処理が行われるように内部統制を図った。

更に、内部牽制を強化するために、総務分室（大宮、松本、岡谷、小淵沢）で行って

いた支払業務を平成１５年４月から本所に一元化した。

イ 監査体制

研究所の業務の適正かつ能率的な運営に資するために「監事監査規程」に基づき、

常勤監事及び非常勤監事で監査を実施してきた。監査に当たっては、毎年度３名の補

佐職員を任命し、監査の充実、強化を図った。

監査は毎年度定期的に業務監査及び会計監査を実施し、フォローアップ調査も行っ

てきた。調査結果は理事長に報告するとともに関係者に通知し、業務の改善に貢献し

てきた。また、平成１７年度においては、全職域を視察し、全職員と意見交換を行い、

業務の推進状況の実態を把握するとともに職員の意識の把握を行い、その結果を当該

職域に報告、全体のまとめを石毛理事長、理事および関係者に対し報告し、改善を図

った。

ウ 契約方針

契約事務における公正性及び競争性の確保から、研究用機器については、一般競争

入札公告情報の他に見積合わせ情報をホームページで公開し、競争参加者の拡大を図

った。また、契約事務の効率化・迅速化等から、少額契約においては、ファクシミリ

等による見積書の徴収や総額記載の見積書の徴収等を可能とした。

エ 監督・検査体制

各種管理者等の資格取得により、業務の適正化を図り、助言指導を強化することに

より、監督・検査の充実を図った。また、工事監督・監理においては、経験者の雇用

や専門業者への委託により強化した。

　　             自己収入の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合計 中期計画

知的所有権収益 767 855 5,844 6,985 2,185 16,636 1,005

原蚕種等配布事業収入 168 295 138 152 94 847 1,120

依頼照射事業収入   454 1,122 689 768 530 3,563 5,620

遺伝資源配布事業収入  1,056 2,814 3,878 5,822 6,650 20,220 19,780

生産物売払収入        365 262 239 141 134 1,141 2,800

　　　　　合　　　計 2,810 5,348 10,788 13,868 9,593 42,407 30,325

　　　　　　注）平成15年度以後の遺伝資源配布事業収入にはゲノムリソース等配布収入を含む。
　　　　　　　　(17年度は3､216千円）
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（参考）

資格等取得状況（総務部門対象者のみ）

乙 ４ 危 険 物 取 扱 者：１名

甲 種 防 火 管 理 者：４名

ボ イ ラ ー 取 扱 技 能：２名

エ ネ ル ギ ー 管 理 員：３名

特別管理産業廃棄物管理責任者：４名

オ 会計検査院指摘事項

平成１６年度決算検査報告において、施設整備費補助金で施工した改修工事が不当

であると指摘を受けた。

不当事項と指摘を受けた５３４万円については、請負者から返還を受け国庫に返納し

た。再発防止対策として、監督・検査業務を強化すべく、以下の措置を執ることとし

た。

（ア）担当職員に対して施工管理、監督の知識向上に必要な研修への参加

（イ）専門知識を有する者を雇用し監督と指導の強化

（ウ）設計事務所・設計コンサルタントの積極的な活用

（エ）必要な図書の整備

（会計検査院指摘事項）

「埋設温水管改修工事において、カルバート等の設置に当たって地盤を掘削する際、安

全な施工を確保するために義務付けられた山留工が施工されていなかった。」

（独立行政法人 農業生物資源研究所・不当事項５３４万円）【会計検査院平成１８年

２月発行：会計検査でわかったこと－平成１６年度決算検査報告と会計検査院の活動

状況－より抜粋】
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３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

（１） 予算

中期目標期間における予算、決算の状況

（単位：百万円）

区 分 中期計画予算額 中期計画決算額 差 額

収入

運営費交付金 39,572 39,146 ▲426
施設整備費補助金 5,973 910 ▲5,063
施設整備費資金貸付金償還時補助金 0 4,096 4,096
無利子借入金 4,096 4,096 0
受託収入 27,983 28,087 104
諸収入 39 880 841

試験場製品等売払代 24 22 ▲2
その他の収入 15 858 843

計 77,663 77,215 ▲448

支出

業務経費 10,447 13,937 ▲3,490
施設整備費 5,973 5,006 967
受託経費 27,983 28,059 ▲76

試験研究費 26,698 26,185 513
管理諸費 1,285 1,874 ▲589

借入償還金 4,096 4,096 0
一般管理費 7,475 3,943 3,532

研究管理費 906 1,333 ▲427
管理諸費 6,569 2,610 3,959

人件費 21,689 21,075 614
計 77,663 76,116 1,547

（決算額の注記）

１．本表は、中期目標期間の５カ年間における「決算報告書」を基に作成している。

２．本表には、「収支計画」及び「資金計画」と整合をとるため、収支には科研費補助

金等の受入研究費は含めないこととしているが、平成13年度及び14年度の「決算報告

書」には、当該収支が含まれて表示されているため、次の内訳のとおり控除して集計

作成した。

① 平成13年度決算報告書

「受託収入」及び「受託経費」 ▲2百万円（受託出張収入分）

② 平成14年度決算報告書

「受託収入」及び「受託経費」 ▲113百万円（受託出張収入分▲2百万円、

科研費補助金等の受入研究費収入分▲111百万円）

なお、５カ年間の受入研究費等は492百万円であり、これを含めた場合、収入の決

算額計は77,707百万円、支出の決算額計は76, 608百万円となる。

３．収入決算額と支出決算額の差額1,099百万円の内訳は、次のとおり。

① 国からの現物出資等に係る還付消費税収入 818百万円

② 運営費交付金の未使用額 233百万円

③ 受託収入 26百万円
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④ 諸収入 22百万円

（収入の注記）

１．「運営費交付金」の差額は、主に人件費が減少したことによる。

２．「施設整備費補助金」の差額は、平成14年度補正予算において施設整備計画のうち

4,096百万円が「無利子借入金」により実施されたこと及び補助金が減少したことに

よる。

３．「施設整備費資金貸付金償還時補助金」の差額は、無利子借入金の償還補助金が交

付されたことによる。

４．「受託収入」の差額は、独立行政法人及び民間から受託研究契約が増加したことに

よる。

なお、「受託収入」の決算額は、研究の進展に応じて事業年度毎には増減が生じた

が、中期目標期間を通じては計画額を上回っており、中期計画どおりに研究を実施し

た。

５．「諸収入」の決算額880百万円の主な内訳は、次のとおり。

① 国からの現物出資等に係る還付消費税収入 818百万円

② 特許権等実施許諾収入 17百万円

③ 遺伝資源配付事業収入 15百万円

④ ゲノムリソース等配布収入 6百万円

（支出の注記）

１．「業務経費」の差額は、主に、当初「一般管理費」に含まれていた研究業務に係る

光熱水料と庁舎施設等管理費を、平成14年度から実態に合わせて「業務経費」に変更

したことによる。

２．「施設整備費」の差額は、補助金収入の減少によるが、設計内容の見直しや経費の

節減により、中期計画どおり施設整備を実施した。

３．「受託経費」のうち「管理諸費」の差額は、受託収入の増加に伴い間接経費が増加

したことによる。

４．「借入償還金」は、施設整備のための無利子借入金の償還に充てたものである。

５．「一般管理費」のうち「管理諸費」の差額は、主に、当初「一般管理費」に含まれ

ていた研究業務に係る光熱水料と庁舎施設等管理費を、平成14年度から実態に合わせ

て「業務経費」に変更したことによる。

６．「人件費」の差額は、給与手当、法定福利費及び退職一時金が減少したことによる。

13 14 15 16 17 合 計 13 14 15 16 17 合計

収入

   前年度からの繰越金 153 153

 　運営費交付金 8,011 7,758 7,872 7,876 7,629 39,146 8,011 7,758 7,872 7,876 7,629 39,146

 　施設整備費補助金 109 85 104 508 104 910 109 85 104 508 104 910

   施設整備費資金貸付金償還時補助金 4,096 0 4,096 4,096 0 4,096

　 無利子借入金 4,098 0 0 0 4,098 1,237 2,859 0 0 4,096

 　受託収入 5,695 5,645 5,596 5,548 3,929 26,413 6,577 8,149 4,709 4,362 4,290 28,087

 　諸収入 8 8 8 8 8 40 816 10 13 22 19 880

　 　 試験場製品等売払代

　　　その他の収入

   計 13,823 17,594 13,580 18,036 11,823 74,703 15,513 17,239 15,557 16,864 12,195 77,215

支出

 　業務経費 2,132 3,107 3,077 3,027 2,991 14,334 2,187 2,610 3,082 2,994 3,064 13,937

 　施設整備費 109 4,183 104 508 104 5,008 109 4,181 104 508 104 5,006

 　受託経費 5,695 5,645 5,596 5,548 3,929 26,413 6,577 8,149 4,709 4,359 4,265 28,059

 　　 試験研究費 5,434 5,386 5,339 5,293 3,664 25,116 6,202 7,646 4,392 4,034 3,911 26,185

 　　 管理諸費 261 259 257 255 265 1,297 375 503 317 325 354 1,874

   借入金償還金 4,096 0 4,096 4,096 0 4,096

 　一般管理費 1,525 519 509 501 495 3,549 1,458 1,008 514 526 437 3,943

 　　 研究管理費 185 185 181 176 174 901 397 429 181 164 162 1,333

      管理諸費 1,340 334 328 325 321 2,648 1,061 579 333 362 275 2,610

 　人件費 4,362 4,140 4,294 4,356 4,304 21,456 4,263 4,184 4,241 4,296 4,091 21,075

　 計 13,823 17,594 13,580 18,036 11,823 74,856 14,594 20,132 12,650 16,779 11,961 76,116

＊13、14年度の決算額は、「決算報告書」の「受託収入」及び「受託経費」から科研費補助金等の受入研究費を除いた額。

＊決算額の合計には、収入の「前年度からの繰越金」は含まない。

区　　　分

（参 考 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平 成 13～ 17年 度 予 算 及 び 決 算

                                                      （単 位：百 万円）

予 算額 決算額
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（２） 収支計画

中期目標期間における収支計画、決算の状況

（単位：百万円）

区 分 中期計画収支計画額 中期計画決算額 差 額

費用の部 68,662 67,720 942
経常費用 68,662 67,460 1,202

人件費 21,689 21,075 614
業務経費 9,034 12,662 ▲3,628
受託経費 27,983 25,700 2,283
一般管理費 7,475 2,693 4,782
減価償却費 2,481 5,330 ▲2,849

財務費用 0 70 ▲70
臨時損失 0 190 ▲190

収益の部 68,662 69,341 679
運営費交付金収益 38,159 36,376 ▲1,783
施設費収益 0 138 138
諸収入 39 859 820
受託収入 27,983 28,057 74
寄付金収入 0 19 19
資産見返運営費交付金戻入 1,576 1,029 ▲547
資産見返物品受贈額戻入 905 2,776 1,871
臨時収益 0 87 87

純利益 0 1,621 1,621
目的積立金取崩額 0 0 0
総利益 0 1,621 1,621

（決算額の注記）

１．本表は、中期目標期間の５カ年間における「損益計算書」を基に作成している。

（費用の部の注記）

１．「人件費」の差額は、給与手当、法定福利費及び退職一時金が減少したことによる。

２．「業務経費」の差額は、主に、当初「一般管理費」に含まれていた研究業務に係る

光熱水料と庁舎施設等管理費を、平成14年度から実態に合わせて「業務経費」に変更

したことによる。

３．「受託経費」の差額は、設備投資（資産取得）が計画より増加したため、経費の決

算額が減少したことによる。

４．「一般管理費」の差額は、主に、当初「一般管理費」に含まれていた研究業務に係

る光熱水料と庁舎施設等管理費を、平成14年度から実態に合わせて「業務経費」に変

更したことによる。

５．「減価償却費」の差額は、受託収入を財源にした設備投資（資産取得）が計画を上

回ったため、決算額が増加したことによる。

６．「財務費用」は、リース債務返済に係る支払利息である。

７．「臨時損失」190百万円の内訳は次のとおり。

① 経年劣化が原因で事業年度毎に発生する「固定資産除却損」 53百万円

② 国から承継されたソフトウエアの費用処理額（平成14年度） 21百万円

なお、財務諸表上には、「過年度消耗品費」として表示。
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③ 受託研究収入を財源に取得した資産で、所有権の帰属が委託元であ

ることが判明したことによる費用処理額（平成15年度） 94百万円

なお、財務諸表上には、「過年度国等予定返却機器費」として表示。

④ 受託研究収入を財源に取得した資産で、委託元に所有権の移転を行

ったことによる「固定資産除却損」（平成15年度） 10百万円

⑤ 特許権等の権利放棄による「固定資産除却損」（平成15年度～） 12百万円

（収益の部の注記）

１．「運営費交付金収益」の差額は、主に一般管理費及び人件費が減少したことによる。

２．「施設費収益」は、施設整備費補助金を財源に固定資産を取得した際に生じた、資

産の除却に伴う処分費用相当額の収益額である。

３．「諸収入」の差額は、主に国からの現物出資等に係る還付消費税収入818百万円が発

生したことによる。

４．「受託収入」には、受託収入を財源として取得した資産額1,651百万円を含む。

取得資産額の事業年度別内訳は次のとおり。

① 平成13年度 548百万円

② 平成14年度 623百万円

③ 平成15年度 166百万円

④ 平成16年度 157百万円

⑤ 平成17年度 157百万円

５．「寄付金収入」は、科研費補助金等からの寄付物品受贈益。

６．「資産見返運営費交付金戻入」の差額は、受託収入を財源した設備投資（資産取

得）が計画を上回り、運営費交付金を財源にした設備投資が抑えられたことに対応し

減少している。

なお、決算額には特定独立行政法人災害補償互助会からの預託金の戻入5百万円を

含む。

７．「資産見返物品受贈額戻入」の差額は、国から無償譲与された資産に係る減価償却

費及び少額資産（備品費）の取得が計画を上回ったことに対応して、決算額が増加し

たことによる。

８．「臨時収益」の決算額87百万円の内訳は、次のとおり。

① 経年劣化が原因で事業年度毎に発生する「固定資産除却損」等に

対応する「資産見返交付金戻入」及び「資産見返物品受贈額戻入」

の収益額 65百万円

② 国から承継されたソフトウエアの費用処理額に対応する収益額

（平成14年度） 21百万円

なお、財務諸表上には、「過年度物品受贈益」として表示。

③ 「構築物」として資産計上するべき金額を費用処理していたも

のを修正したことによる収益額（平成15年度） 1百万円

なお、財務諸表上には、「過年度修正益」として表示。

９．「純利益」の決算額1,621百万円の内訳は、次のとおり。

① 受託収入を財源に取得した資産の中期目標期間終了時簿価額 549百万円

② ファイナンスリース契約で資産を取得した際に生じる損益 ▲6百万円

③ 独立行政法人会計基準第80条第3項により運営費交付金債務の振

替額うち棚卸資産及び前渡金相当額 5百万円

④ 還付消費税収入 818百万円

⑤ 事業及び事業外収入 22百万円

⑥ 独立行政法人会計基準第80条第3項により運営費交付金債務の振

替額うち人件費未使用額 228百万円

⑦ 独立行政法人会計基準第80条第3項により運営費交付金債務の振

替額うち事業費未使用額 5百万円

上記のうち、④から⑦は現金を伴った利益である。
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13 14 15 16 17 合計 13 14 15 16 17 合計

費用の部 13,328 13,085 13,761 13,733 11,697 65,604 14,693 15,928 12,781 12,486 11,832 67,720

   経常費用 13,328 13,085 13,740 13,725 11,688 65,566 14,676 15,863 12,764 12,367 11,791 67,461

(67,460)

      人件費 4,362 4,140 4,294 4,356 4,304 21,456 4,263 4,184 4,241 4,296 4,091 21,075

      業務経費 1,846 2,807 2,717 2,725 2,705 12,800 2,715 2,216 2,604 2,529 2,599 12,663

(12,662)

      受託経費 5,225 5,179 4,996 4,967 3,520 23,887 5,931 7,305 4,269 4,140 4,055 25,700

      一般管理費 1,517 514 503 493 486 3,513 733 920 332 375 333 2,693

      減価償却費 378 445 1,230 1,184 673 3,910 1,034 1,238 1,318 1,027 713 5,330

 　財務費用 0 0 21 8 9 38 17 22 14 8 9 70

   臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 43 3 111 32 189

(190)

 

収益の部 13,328 13,085 13,854 13,733 11,697 65,697 16,011 16,289 12,685 12,391 11,964 69,340

(69,341)

   運営費交付金収益 7,717 7,453 7,527 7,574 7,496 37,767 7,404 7,280 7,203 7,222 7,267 36,376

   施設費収益 0 0 0 0 5 132 1 138

   諸収入 8 8 8 8 8 40 801 10 13 22 13 859

   受託収入 5,225 5,179 5,596 5,548 3,929 25,477 6,577 8,144 4,711 4,358 4,267 28,057

   寄付金収入 0 0 0 8 11 19

   資産見返運営費交付金戻入 57 195 188 258 258 956 32 123 212 298 364 1,029

 　資産見返物品受贈額戻入 321 250 535 345 6 1,457 1,197 712 536 345 9 2,799

(689) (2,776)

   臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 20 5 6 32 63

(43) (87)

 

純利益 0 0 93 0 0 93 1,318 361     　 ▲96     　 ▲95 132 1,620

(1,621)

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総利益 0 0 93 0 0 0 1,318 361 　　　▲96 　　　▲95 132 1,620

(1,621)

*決算額の合計は、各年度で端数処理を行っているため、中期目標期間における決算額と整合しない部分がある。修正額を（　）内に表示した。

*14年度の決算額は、１４年度の損益計算書と整合をとるため、「資産見返物品受贈額戻入」と「臨時収益」との間で金額の入れ替えをし、（　）内に表示した（「固定資産除却損」に対応
23百万円）。

（参考）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成13～１７年度収支の計画及び実績

                                                      （単位：百万円）

区　　　分
計画額 決算額
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（３） 資金計画

中期目標期間における資金計画、決算の状況

（単位：百万円）

区 分 中期計画資金計画額 中期計画決算額 差 額

資金支出 77,663 73,096 4,567
業務活動による支出 66,181 61,406 4,775
投資活動による支出 7,386 8,851 ▲1,465
財務活動による支出 4,096 933 3,163
次期中期目標の期間への繰越金 0 1,906 ▲1,906

資金収入 77,663 73,096 ▲4,567
業務活動による収入 67,594 68,090 496

運営費交付金による収入 39,572 39,146 ▲426
受託収入 27,983 28,080 97
その他の収入 39 864 825

投資活動による収入 5,973 910 ▲5,063
施設整備費補助金による収入 5,973 910 ▲5,063
その他の収入 0 0 0

財務活動による収入 4,096 4,096 0
無利子借入金による収入 4,096 4,096 0
その他の収入 0 0 0

（決算額の注記）

１．本表は、中期目標期間の５カ年間における「損益計算書」を基に作成している。

２．本表には、科研費補助金等の受入研究費の収支は含まれていない。

３．「業務活動による収入」68,090百万円は、「業務活動による支出」の全額61,406百万

円、「投資活動による支出」のうち3,845百万円、「財務活動による支出」の全額933百
万円に充てられている。

４．「投資活動による収入」910百万円は、「投資活動による支出」のうち910百万円に充

てられている。

５．「財務活動による収入」4,096百万円は、「投資活動による支出」のうち4,096百万円

に充てられている。

（資金支出の注記）

１．「業務活動による支出」の差額は、投資活動による支出が増加したこと、人件費が

減少したこと、計画された支出が次期中期目標期間への繰越金となったことによる。

２．「投資活動による支出」の差額は、設備投資（資産取得）が計画額より増加したこ

とによる。

３．「財務活動による支出」の差額は、無利子借入金の返済に際し、施設整備資金貸付

金償還時補助金4,096百万円が資金交付を伴わずに相殺処理で行われたことによる。

決算額は、リース債務の返済による支出である。

４．「次期中期目標の期間への繰越金」1,906百万円の内訳は次のとおり。

① 国からの現物出資等に係る還付消費税 818百万円

② 中期目標期間終了に伴う運営費交付金未使用額 233百万円

（未使用額の内容：人件費228百万円、事業費5百万円）

③ 未払金、未払費用、預り金 816百万円

④ 受託研究に係る前受金 26百万円
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⑤ 諸収入等 13百万円

（資金収入の注記）

１．「運営費交付金による収入」の差額は、主に人件費が減少したことによる。

２．「業務活動による収入」のうち「その他の収入」の決算額864百万円の主な内訳は、

次のとおり。

① 国からの現物出資等に係る還付消費税 818百万円

② 特許権等実施許諾収入 17百万円

③ 遺伝資源配付事業収入 15百万円

④ ゲノムリソース等配付収入 ６百万円

３．「施設整備費補助金による収入」の差額は、平成14年度補正予算において施設整備

計画のうち4,096百万円が「無利子借入金」により実施されたこと及び補助金が減少

したことによる。

13 14 15 16 17 合計 13 14 15 16 17 合計

資金支出 13,823 17,594 13,580 18,036 11,823 74,856 13,700 17,034 15,875 12,570 13,917 73,096

   業務活動による支出 12,950 12,640 12,265 12,388 10,921 61,164 12,881 14,641 11,541 11,212 11,133 61,408

(61,406)

   投資活動による支出 873 4,954 1,049 1,391 798 9,065 702 2,128 4,029 1,217 774 8,850

(8,851)

   財務活動による支出 0 0 266 4,257 104 4,627 117 265 305 141 104 932

(933)

   翌年度への繰越金 0 0 0 0 0 0 1,003 1,000 1,685 1,877 1,906 1,906

資金収入 13,823 17,594 13,580 18,036 11,823 74,856 14,703 18,034 15,557 12,762 12,040 73,096

   前年度からの繰越金 0 0 153 2,003 1,685 1,877

   業務活動による収入 13,714 13,411 13,476 13,432 11,566 65,599 14,594 16,712 12,594 12,254 11,936 68,090

      運営費交付金による収入 8,011 7,758 7,872 7,876 7,629 39,146 8,011 7,758 7,872 7,876 7,629 39,146

      受託収入 5,695 5,645 5,596 5,548 3,929 26,413 6,577 8,149 4,709 4,362 4,283 28,080

      その他の収入 8 8 8 8 8 40 6 805 13 16 24 864

   投資活動による収入 109 85 104 4,604 104 5,006 109 85 104 508 104 910

      施設整備費補助金による収入 109 85 104 4,604 104 5,006 109 85 104 508 104 910

      その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   財務活動による収入 0 4,098 0 0 0 4,098 0 1,237 2,859 0 0 4,096

      無利子借入金による収入 4,098 0 0 0 4,098 1,237 2,859 0 0 4,096

      その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＊「資金支出」、「資金収入」の決算額には、「繰越金」は含まない。

*決算額の合計は、各年度で端数処理を行っているため、中期目標期間における決算額と整合しない部分がある。修正額を（　）内に表示した。

（参考）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成13～１７年度資金の計画及び実績

                                                      （単位：百万円）

区　　　分
計画額 決算額
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４ 短期借入金の限度額

〈中期計画〉

中期目標の期間中の各年度の短期借入金は８億円を限度とする。

想定される理由：運営費交付金の受け入れの遅延

〈中期実績〉

該当なし

５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

〈中期計画〉

計画なし

〈中期実績〉

該当なし

６ 剰余金の使途

〈中期計画〉

ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明等に関する試験研究の充実・加速、

及びそのための研究用機器の更新・購入等に使用する。

〈中期実績〉

該当なし

第５ その他業務運営に関する重要事項

１ 施設及び設備に関する計画

〈中期計画〉

業務の適切かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び既存の施設、設

備の老朽化等に伴う施設及び設備の整備改修等を計画的に行う。

平成１３年度～平成１７年度施設、設備に関する計画

(単位：百万円)

施設・設備の内容 予定額 財 源

研究棟配水管改修 施設整備費補助金

短日施設(日長調節装置)改修 〃

Ｂ地区埋設二重温水管改修 〃

小 計 １，８７７±δ

ゲノム解析センター新築 無利子借入金(平成

13年度)

生物機能開発研究拠点支援施設改修 〃

小 計 ４，０９６

合 計 ５，９７３±δ

(注)δ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費
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〈中期実績〉

中期目標の達成のために必要な施設及び設備を整備した。

２ 人事に関する計画

１)人員計画

〈中期目標〉

期間中の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)を定め、

業務に支障を来すことなく、その実現に努める。

〈中期計画〉

(１)方針

管理業務の効率化に伴う適切な職員の配置に努める。また、重点研究領域への職

員の重点配置等を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推進を行う。

(２)人員に係る指標

年度 件　　　　　　　名 金額（百万円） 予算科目

研究棟配水管改修 109 施設整備費補助金

短日施設（日長調節装置）改修 85 施設整備費補助金

ゲノム解析センター 新営
(構造生物学研究棟）

2,548
無利子借入金
（13年度補正予
算）

生物機能開発研究拠点支援施設改修 1,549
無利子借入金
（13年度補正予
算）

地区埋設二重温水管改修 104 施設整備費補助金

生体防御機構解析実験棟改修 508 施設整備費補助金

屋外排水設備改修 104 施設整備費補助金

アスベスト対策経費 80 施設整備費補助金

13
　　漏水防止、水質保全により安全に試験研究の遂行が可能となった。

　　「遺伝資源の保存・管理及び特性情報の高度化」等を推進するための
施設であり、難増殖生イネ300アクセッション以上の増殖が順調に推進さ
れ、作物育種や試験研究に有効利用されるとともに、ジーンバンクに長期
保存され、遺伝資源の保全に係る国際貢献を果たした。

　また、中期目標の達成のために整備した主な研究用機器は、質量分析計、核磁
気共鳴装置、全自動細胞解析装置、ＤＮＡシーケンサー等であり、イネゲノム全
塩基配列の完全解読、アレルギーの根本的治療法として期待される花粉症緩和米
の開発やコエンザイムＱ10の新規生産方法の開発等の一翼を担った。

　　雨水等の流入や廃水の地中滲出を防止した。改修整備に伴う業務の改
善状況については、次年度以降の評価対象となる。

　　17年度は設計業務に取りかかり、18年度に予算を繰越し施工実施する
こととしている

　　「タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明」等を推進するため施
設であり、22種類のイネ及び植物タンパク質の立体構造を決定する等イネ
ゲノムプロジェクトの推進に大きく貢献した。

14

　　老朽化した特別高圧変電設備を改修し、電力の安定的供給を図った。

17

15

16

　　漏水防止により安全に試験研究の遂行が可能となった。

　　「環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明」「実験用動植物の開
発」を推進するための施設であり、遺伝子組換え技術を開発・改良し、免
疫関連遺伝子の機能を阻害した疾患モデルマウスを作出し、それらの特性
を解析するなどの成果を得られた。
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期末の常勤職員数は期初を上回らないものとする。

(参考：移行職員相当数437名、期末の常勤職員数424名)

〈中期実績〉

(１)方針

大わし地区から本部地区への一般職職員の集中化などによって管理業務の効率化

に伴う適切な職員の配置に努めてきた。また、重点研究領域への職員の重点配置等

を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推進を行った。

(２)人員に係る指標

移行職員相当数437名で5年後の期末の常勤職員数424名が目標であったが、平成

18年3月31日現在の常勤職員数は401名であり、目標を達成した。

２)人材の確保

〈中期目標〉

研究職員について、任期付任用制度の活用、職の公募等により、内外の優れた人材

を確保する。

〈中期計画〉

① 職員の新規採用については、選考採用及び国家公務員採用試験の活用により行う。

研究職員については任期付任用の拡大を図る。また、中期目標達成に必要な人材を

確保するため、ポストドクター等の派遣制度を活用する。

② 広く人材を求めるため、研究を行う職については公募の導入を図る。

〈中期実績〉

①5年間で選考採用により研究職30名(うち任期付き任用12名)、技術専門職1名の採

用を行い、国家公務員試験によりⅠ種4名(研究職)、Ⅱ種2名(一般職)、Ⅲ種9名(一般

職)を採用した。さらに、再任用制度により研究専門員6名、一般専門員5名を採用し、

育児休業法に伴う任期付き任用により一般職1名を採用した。

②14年4月1日付けで研究職6名の公募を行い、採用を決定した。このうち2名につい

ては独立行政法人農業生物資源研究所ではじめての任期付き採用であった。

また、研究グループ長等の採用については公募規則を作成し、14年度１名、15年度4
名、16年度１名を採用した。研究チーム長についても公募制を導入して16年度3名、17
年度2名を採用した。

任期付任用による採用、研究グループ長及びチーム長の公募は、研究環境の流動化

に対する研究者の意識改革が図られた。
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