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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

第１ 基本情報

１ 法人の概要

（１）目的

生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、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及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。 （独立行政法人農業生物資源研究所法第３条）

（２）業務内容

①生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関

連する分析、鑑定及び講習を行う。

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及び研

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及び研究、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及び苗木の生産及び配布を行う。

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及び研究を行う。

２ 事務所の所在地

本部 〒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） 〒305-8634 茨城県つくば市大わし1番2

（放射線育種場） 〒319-2293 茨城県常陸大宮市上村田2425番

（ジーンバンク 北杜） 〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町6585番地

（生活資材開発ユニット 岡谷） 〒394-0021 長野県岡谷市郷田1丁目4番8号

（平成23年3月31日に本部に移転）

（生活資材開発ユニット 松本） 〒390-0812 長野県松本市県1丁目10番1号

（平成21年3月31日に本部に移転）

３ 資本金の状況

（単位：百万円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 40,319 0 6 40,314

資本金合計 40,319 0 6 40,314
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４ 役員の状況

・平成18年4月1日

理事長 石 毛 光 雄 平成17年 4月 1日就任：任期４年

理事 佐々木 卓治 平成17年 4月 1日就任：任期２年

理事 名 取 俊 二 平成17年 4月 1日就任：任期２年

監事 堀 尾 義 矩 平成17年 4月 1日就任：任期２年

監事 元 井 葭 子（非常勤） 平成17年 4月 1日就任：任期２年

・平成19年4月1日

理事長 石 毛 光 雄 （平成17年 4月 1日就任：任期４年）

理事 佐々木 卓治 平成19年 4月 1日再任：任期２年

基盤・植物領域、評価・国際交流担当

理事 新 保 博 平成19年 4月 1日就任：任期２年

昆虫・動物領域、産学官交流担当

監事 一 川 邦 彦 平成19年 4月 1日就任：任期２年

監事 堀 尾 義 矩（非常勤） 平成19年 4月 1日就任：任期２年

・平成23年3月31日現在

理事長 石 毛 光 雄 平成21年 4月 1日再任：任期４年

理事 佐々木 卓治 平成21年 4月 1日再任：任期２年

基盤・植物領域、評価・国際交流担当

理事 新 保 博 平成21年 4月 1日再任：任期２年

昆虫・動物領域、産学官交流担当

監事 長谷川 峯夫 平成21年 4月 1日就任：任期２年

監事 一 川 邦 彦（非常勤） 平成21年 4月 1日就任：任期２年

５ 常勤職員の状況

平成23年3月31日現在の常勤職員数は計374名（うち研究職257名）である。なお、期初常

勤職員相当数は計424名（うち研究職287名）であった。

６ 設立根拠法

独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年法律第193号)

終改正：平成20年12月26日(平成20年法律第95号)

７ 主務大臣

農林水産大臣

８ 沿革

昭和58年12月1日 農業技術研究所の一部と植物ウイルス研究所を統合して農業生物資源

研究所が設立された。

平成13年4月1日 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を統合して独立行政法人農業生物資源研究所と

して発足した。
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９ 組織図

理事長 統括研究主幹

研究主幹

副研究主幹

理事 研究企画調整室

評価室

情報管理室

図書資料館

広報室

監事 遺伝子組換え研究推進室

安全管理室

産学官連携推進室

生物遺伝資源管理室

技術支援室

常陸大宮統括

統括業務主幹

業務主幹

庶務室

経理室

管理室

監査・コンプライアンス室 （21.4.1監査室から改編）

ＱＴＬゲノム育種研究センター

遺伝子組換え作物開発センター

遺伝子組換えカイコ研究センター

遺伝子組換え家畜研究センター

基盤研究領域

植物ゲノム研究ユニット

ゲノム情報研究ユニット

ゲノムリソースセンター

ジーンバンク

放射線育種場

ダイズゲノム研究チーム （19.4.1発足）

植物科学研究領域

耐環境ストレス研究ユニット

光環境応答研究ユニット

耐病性研究ユニット

タンパク質機能研究ユニット

植物・微生物間相互作用研究ユニット

遺伝子組換え技術研究ユニット

昆虫科学研究領域

昆虫ゲノム研究・情報解析ユニット

制御剤標的遺伝子研究ユニット

乾燥耐性研究ユニット

生体防御研究ユニット

昆虫－昆虫・植物間相互作用研究ユニット

昆虫・微生物間相互作用研究ユニット

絹タンパク素材開発ユニット

生活資材開発ユニット

動物科学研究領域

家畜ゲノム研究ユニット

生殖機構研究ユニット

脳神経機能研究ユニット

研

究

管

理

支

援

部

門

研

究

開

発

部

門
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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の中期目標の期間は、平成18年4月1日から平成23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

中期目標

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行うほ

か、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の削減

を行う。

また、人件費については、行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ

今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福

利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）の取組を行うととも

に、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。

中期計画

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％の削減を行うほ

か、業務経費については、中期目標期間中、毎年度平均で少なくとも前年度比１％の削減

を行う。

また、人件費については、行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、

今後５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福

利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）を行うとともに、国

家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを進める。

（中期実績）

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、第２期中期

目標の期間中、一般管理費については、毎年度平均で、前年度比３％、業務経費については、

毎年度平均で、前年度比１％の削減を達成した。

人件費については、５％以上の削減と効率的・効果的な業務の推進を図ることを考慮しつつ

職員採用計画を策定し、適正な人員管理に努めるとともに、地域手当の段階的な支給割合の引

上げや定期昇給幅の１号俸抑制など国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の

見直しにより、17年度比で５％以上の削減目標を達成した。
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１ 評価・点検の実施と反映

中期目標

業務の質の向上と業務運営の効率化を図るため、運営状況、研究内容について、自ら適

切に評価・点検を行う。

研究内容の評価・点検については、農業その他の関連産業、国民生活への社会的貢献を

図る観点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究成果の普及・利

用状況の把握、研究資源の投入と得られた成果の分析を行う。

評価・点検結果については、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、業務運営へ

の反映方針を明確化した上で、的確に業務運営に反映させる。

職員の業績評価を行い、その結果を適切に研究資源の配分や処遇等に反映する。

中期計画

①業務の質の向上と、より一層の効率的な運営を図るため、毎年度、業務の運営状況、研

究内容について、自ら評価・点検を行う。その実施に当たっては、外部専門家・有識者

の活用等により客観性、信頼性を確保する。

②研究開発の加速・深化を図るという観点から、評価・点検制度を整備・充実させる。ま

た、情報基盤の整備、評価資料の効率的活用により、評価・点検システム全体の効率化

を図る。

③研究内容の評価・点検においては、農業その他の関連産業、国民生活等への社会的貢献

を図る観点から、できるだけ具体的な指標を設定して取り組む。また、研究の質と量や

達成度に加えて、研究成果の普及・利用状況の把握、投入した研究資源の有効性を判断

するための費用対効果の視点や研究成果の波及効果を加味した評価・点検方法への見直

しを行い、評価基準を明確に示す。

④評価・点検結果は、独立行政法人評価委員会の評価結果と併せて、業務運営に反映させ

る。基本的考え方や具体的方法を明確にし、業務運営に的確に反映させる。

⑤研究成果や業務の質の向上に、職員の能力を 大限に活かすため、職員の評価は明確に

示した基準に基づき行う。

⑥研究職員の評価については不断の見直しを行い、評価者と被評価者のコミュニケーショ

ンツールとして有効に活用するとともに、評価結果を研究資源の配分や処遇等へ適切に

反映させる。また、一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点

から、新たな評価制度を導入する。

【指標１－１－ア】効率的な自己評価・点検の体制整備が行われ、客観性、信頼性の高い評価・点検が実施されている

か。特に、自己評価・点検を通じて自身が有する問題点の明確化、対応策の検討がなされているか。

【指標１－１－イ】研究成果の普及・利用状況を加味した研究内容の評価・点検が行われているか。

【指標１－１－ウ】研究資源の投入の有効性を加味した研究内容の評価・点検が行われているか。

【指標１－１－エ】評価・点検結果の反映方針が明確にされているか。また、実際に反映されているか。

【指標１－１－オ】内部統制のための法人の長のマネジメント（リーダーシップを発揮できる環境整備、法人のミッション

の役職員への周知徹底、組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応、内部統制の現状把握・課題対応

計画の作成）は適切に行われているか。

【指標１－１－カ】研究職員の業績評価が適切に行われているか。また、処遇等への反映に向けた取り組みが行われて

いるか。

【指標１－１－キ】一般職員を対象とした評価制度の導入に向けた取り組みが行われているか。

（中期実績）

①及び② 自己評価・点検体制の整備・充実 〔指標１－１－ア〕

第２期中期目標期間中における自己評価・点検の流れは図１のとおりであり毎年度の見直し

により改善を行ってきた。

研究課題の評価に関しては、研究開発の加速・進化を図るという観点から、毎年度自らが主

体的に実施する自己点検評価のプロセスとして、中期計画の 小区分である中課題をプロジェ

クトとして捉えた中課題単位の「課題評価」を実施した。実施方法については、主に研究評価
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検討委員会での検討を経て「課題評価実施方針（平成18年11月14日）」を定め、その後毎年度

見直しを行い、その実施方針については、平成19年7月20日、平成20年7月22日に改正を行った

ほか、21年度、22年度については、方針の改正はなかったが、運営上の改善点について取りま

とめて職員への周知を行った。

図１ 農業生物資源研究所における自己評価・点検の流れ

図２ 課題評価の仕組み

理事会
最終判定の承認

課題評価判定会
評価結果の最終判定
評価結果を基に次年度予算・課題継続の是非に関する
措置案の策定

課題評価判定会
評価結果の最終判定
評価結果を基に次年度予算・課題継続の是非に関する
措置案の策定

（委員：理事長、理事、統括研究主幹、領域長、研究主幹）

２次評価
（絶対評価の実施）

２次評価
（絶対評価の実施）

（２次評価者：理事長、理事、統括研究主幹、領域長、研究主幹）

評価結果の取りまとめ・報告

領域長

２次評価
レポート

（回答・反論）

２次評価
レポート

領域長

１次評価レポート
（修正版）

１次評価レポート
（回答・反論）

研究成果報告書、
次年度計画書の

提出（修正版）

研究成果報告書、
次年度計画書の

提出（修正版）

１次評価検討会
（助言に重点）

１次評価検討会
（助言に重点）

（１次評価者：当該領域の領域長、研究主幹、
領域長が指名するユニット長）

１次評価レポート
（助言・修正要求）

課題評価資料
（研究成果報告書、
課題評価表、次年
度計画書）の提出

評価判定結果の通知
予算配分等決定措置の報告

ユニット長、センター長
（中課題責任者）

ユニットメンバー

予算はユニット長、センター長の裁量により再配分

課

題

評

価

検

討

会

評価結果
の報告

評価結果に
対する意見

領域長
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課題評価は、図２のような仕組みとし、１次評価検討会と２次評価からなる。１次評価検討

会では、口頭発表形式で質疑応答時間を充分設け、約１週間をかけて行った。評価者は、評点

は付けずに、研究の質や方向性等についての助言等に重点を置いたコメントを１次評価レポー

トに記入した。

２次評価は、１次評価結果に基づいて修正した資料のほか、１次評価者による評価コメント

に対する被評価者の反論・修正等意見、当該領域長による修正事項を記入した１次評価レポー

ト等をもとに、中期計画の進捗・達成状況に重点を置いた絶対評価とし、評価の視点に則り評

価項目毎に５段階で評点を付けた。評価者は、項目毎の評点とその重み付けにより計算される

総合評点及び評価コメントを２次評価レポートに記入した。２次評価は、18年度、19年度は口

頭発表形式をとったが、主に被評価者の負担の軽減を考慮した効率化の観点から20年度以降は

書類審査のみとした。また、19年度以降は１次評価検討会の結果を２次評価へ十分反映される

よう両者の間隔を１ヶ月以上開けて行った。

２次評価までの評価関連資料の提出・閲覧は、19年度以降にグループウェア（情報共有シス

テム）上で電子化して行うことができるようにして作業の効率化に努めた。

２次評価の結果は、19年度より、２次評価者による合議形式の課題評価判定会を開催して、

評価結果の妥当性や評価結果の予算配分等への反映措置を検討した。２次評価後、被評価者は

評点とコメントに対する反論・修正等の意見を２次評価レポートに記入することができ、判定

会ではその内容も考慮した。判定会の評価結果は、理事会で承認された後職員へ通知され、予

算配分等へ反映した。

一方、業務の運営状況の評価は、20年度までは、研究推進戦略会議において研究管理支援部

門の室長による室単位の業務の報告の後、業務実績報告書案により、独立行政法人評価委員会

農業技術分科会が定める評価単位毎の評価を書面評価により行った。評価者は、課題評価の２

次評価者と統括業務主幹、業務主幹である。21年度には、20年度までのやり方では業務運営に

関する議論の時間が充分とれなかったことや、中期計画に沿った項目毎の評価がやり難いこと

から、新たにそのための研究管理支援部門業務実績評価検討会を設け、その検討会での議論を

受けて修正した業務実績報告書案により評価単位毎の評価を行った。22年度もほぼ同様である

が、検討会を受けて直後に評価を実施し、中期目標期間５年間の業務実績の検討と評価を同時

に行った点が異なり、評価作業の効率化を図った。

研究推進戦略会議は、生物研における１年間の業務の総括と今後の業務の効果的・効率的推

進に向けた議論の場であり、18年度は、午前に所内会議、午後に外部機関からの参加者との意

見交換を行った。その際、所内会議としての検討が充分できなかった反省から、19年度以降は、

所内会議と外部機関との意見交換会を日程を分けて実施し、所内会議は１日かけて行った。所

内会議では、課題評価の総括、業務運営評価の総括と検討、プロジェクト研究の推進会議等の

報告、業務効率化推進委員会の報告と検討、主要研究成果の選定を毎年度行った。これらに加

え、20年度には、第２期中期計画における研究重点化方向、21年度には、第３期に向けた研究

重点化方向及び研究資源配分等の現状分析と今後の戦略、22年度には、第３期における組織体

制と研究戦略及び危機管理体制等の検討が行われた。

外部機関との意見交換会は、生物研と関連の深い外部機関等に広く案内し、その年度の業務

や以後の研究推進方向等についての意見や要望等を伺う機会とした。19年度からは以下のよう

に、外部からの著名な講師に講演（話題提供）を依頼し、関連する生物研の業務の紹介とあわ

せて出席者との意見交換を行った。

19年度 「遺伝子組換えカイコ作出技術を活用したビジネスモデルの創出に向けて」

（株）ネオシルク代表取締役社長 柳川佳信

20年度 「遺伝子組換え研究における企業の取り組み」

日本モンサント（株）代表取締役社長 山根精一郎

21年度 テーマ「社会への情報発信」

（１）「日本科学未来館について」

（独）科学技術振興機構日本科学未来館副館長 小中元秀

（２）「リスク報道の実態とその対応法について」

毎日新聞社生活報道部編集委員 小島正美
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22年度 テーマ「医薬農工連携研究の発展を目指して」

（１）「生物としてのヒト－健康基盤産業を考える－」

東京大学名誉教授・味の素（株）顧問 高橋迪雄

（２）「遺伝子組換え食品の安全性評価と将来展望」

国立医薬品食品衛生研究所長 西島正弘

外部専門家、有識者による評価は、評価助言会議により行い、客観性、信頼性を確保した。

委員は、植物生命科学分野の専門家３名、昆虫・動物生命科学分野の専門家３名、有識者２名

の計８名に委嘱し、国際的動向や計画の達成状況から見た研究成果の評価、研究の推進方向と

展望に関する助言等を行った。委員の任期は原則３年としており、19年度と22年度に改選を行っ

た。評価助言会議は３月下旬に行い、委員は、各事業年度の業務実績報告書案と会議の場での

研究領域及び課題毎の成果発表とそれらに対する質疑応答をもとに、研究課題については中課

題とともに大課題の評価、業務運営については中項目の評価を、それぞれ５段階の評点とコメ

ントにより行った。22年度は震災の影響により書面評価とした。

以上の内部評価と評価助言会議委員による外部評価をあわせて生物研の自己評価とし、各事

業年度の業務実績報告書にその結果を記載して、農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術

分科会へ提出した。

なお、中期計画の中間評価を20年度に、中期目標期間５年間の事後評価を22年度に、上記の

各事業年度の評価過程にあわせて行った。内部の課題評価における事後評価結果は、課題評価

判定会において、７課題（26.9％）が「計画を大幅に上回った業績が挙がっている（達成度合

い120％以上）」を基準とするＳと判定され、19課題（73.1％）が「計画に対して順調に進捗

している。（達成度合い90％以上120％未満）」を基準とするＡと判定された。達成度合いが90

％以下のＢ，Ｃ，Ｄの評価はなかった。業務運営項目の事後評価においては、12項目中で「計

画に対して業務が順調に進捗している」Ａ評価が11項目、「環境対策・安全管理の推進」の項

目が「計画に対して業務の進捗がやや遅れている」Ｂ評価と判定された。

③ 評価基準の明確化 〔指標１－１－イ、指標１－１－ウ〕

研究内容の評価・点検においては、できるだけ具体的な指標を設定して取り組むために、上

記の「課題評価実施方針」の中で、評価は、中期計画に対する進捗状況・達成度と成果（質と

量、研究課題の難度、新規性等も考慮）及び運営（予算及び配分、人員と役割分担、実施体制

と責任体制、費用対効果）の視点から総合的に行うこととし、以下の５つの評価項目と観点(指

標)を示した。

［評価の視点］

評価の視点は１次評価、２次評価ともに以下の５項目とし、被評価者は項目毎に自己評価

し、コメントを課題評価表に記載する。評価者も同様の観点から評価する。

（１）計画の妥当性（研究課題の難度、新規性等も考慮）

→目標とするアウトカム＊１（社会・経済等への効果）に対して計画は適切であるか。

→用いた手法、技術は適切であるか。

→当該年度の問題点（１次評価検討会での指摘事項）に対する改善策が次年度計画に

示されているか。

（２）進捗・達成状況（研究課題の難度、新規性等も考慮）

→予定通り計画は進捗しているか。

→計画通り目的が達成されているか。

→アウトカムに寄与するアウトプット＊２（直接の成果）が得られているか。

→成果（業績）は（世界水準と比較して）科学的に価値あるものか。

→成果（業績）は農業技術の開発にとって価値あるものか。

→成果（業績）は普及に移しうる成果として価値あるものか。

（３）予算、人員と役割分担（エフォート）

→費用対効果の観点から、予算運営に工夫・努力が適切になされているか。

→課題分担に対して人材配置の工夫・努力が適切になされているか。

→その他ユニット運営の工夫・努力が適切になされているか。

→成果の活用に向けた工夫・努力が適切になされているか。
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（４）評価結果に対するフォローアップ

→前年度の課題評価検討会からの評価指摘事項に対して、今年度の対応は適切にされ

ているか。

（５）その他特記事項

→地方自治体や企業等との共同研究による実用化研究の著しい進展など特記する事項

があれば記載する。（その他成果の公表の取り組み等のアピールできる要素）

＊１ アウトカム：アウトプットを基にしてあるいは活用してもたらされる社会・経済的な効果。例えば、製品開発・

普及、新しい研究分野の創出、産業振興への貢献等。

＊２ アウトプット：研究開発によって生み出された成果。例えば、論文、特許、データベース、報告書の数等。

以上の評価の視点は、18年度以降ほぼ変わらないが、19年度に総合評点を計算する際の項

目の重み付けを見直し、(2)を0.5から0.7に、(1)と(3)を0.2から0.1に変更した。(4)、(5)

は0.1で変わらず、(5)は加点要素としており、(2)の指標とあわせて、農業、その他の関連

産業等への貢献や研究成果の普及・利用状況を加味した研究内容の評価を行っている。なお、

(5)の指標は上記の例が実用化研究に特化していたため、被評価者、評価者による捉え方が

不揃いであったため、22年度には被評価者が記入する事項や評価者の評点の付け方について

考え方を周知した。

また、(3)の評価項目は、研究資源の投入効果を示す評価基準であるが、これと(2)で評価

する成果の価値とあわせて費用対効果を見るため、中課題毎の予算額、研究員数、ポスドク

数、公表された研究業績(原著論文数・特許出願数等)を記入した「研究資源の投入状況・成

果」を毎年度作成した。さらに、これにより算出される課題毎の研究員数あたりの論文数や

ＩＦ（インパクトファクター）値や予算額、及び論文１報あたりの予算額等を加えた表を作

成し、２次評価及び課題評価判定会、さらに評価助言会議の際の資料として用いた。

④ 評価・点検結果の反映 〔指標１－１－エ〕

評価・点検の結果は、予算の配分及びコメントを受けた業務の改善に反映した。

予算の配分では、18年度に関しては、事前評価を受けて重点的に支援すべきと判断された中

課題に対して３段階にランク分けして一般研究費の重点配分を行った。19年度予算への配分は、

課題評価検討会の結果を踏まえて、研究企画調整室による案と理事会による審議・決定により、

評価の高かったＳ評価の課題、Ｓに近いＡ評価の課題のほか、課題評価結果とは別に研究戦略

的視点から特に支援が必要と認められた課題に上乗せ配分を行った。

19年度からは課題評価判定会において決定された措置を次年度に実行に移す仕組みとなって

おり、課題評価検討会において、特に高い評価を得た課題及び研究戦略的視点から特に重点的

に支援すべきと評価された課題に対して重点課題配分研究費を配分した（表１「一般研究費の

重点配分」）。

課題評価では、評価の視点の１項目として、上記(2)「評価結果に対するフォローアップ」

があり、昨年度の評価結果の反映を点検・評価する仕組みとしている。また、１次評価検討会

表１　一般研究費の重点配分

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

基本研究費（百万円） 310.6 266.7 263.2 255.7 254.2

件数 11 21 32 29 35

総額（百万円） 17.2 56.2 56.8 56.8 61.8

課題数 21 8 7 10 6

総額（百万円） 25.5 23.0 29.0 34.0 30.0

研究領域長
裁量研究費

重点課題
配分研究費
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の評価者の指摘は課題担当者がグループウェア上で閲覧して回答し、２次評価以降の次年度計

画書に反映できるようにしている。また、業務運営の評価においては、21年度、22年度は研究

管理支援部門業務実績評価検討会での検討結果についてすぐに対応できる事項から改善を始

め、次年度計画へ反映するようにした。所全体や室間にわたる問題に関しては、責任者を決め、

検討を始め、21年度に抽出された問題点はその進捗状況とともに22年度の検討会で報告・検討

を行った。課題評価、業務運営評価とも、内部評価者による評価コメント、評価助言委員によ

る評価コメントなどの自己評価・点検の結果は、農林水産省独立行政法人評価委員会による評

価結果や総務省政策評価・独立行政法人評価委員会二次評価結果等とともに職員に周知し、対

応が必要な部分は担当者に回答を求め、業務の改善に活用されるようにした。なお、評価助言

委員による評価コメントに対する対応状況は、20年度までは次年度の評価助言会議で回答した

が、21年度からは、半年経過した時点での対応状況を取りまとめ、評価助言委員へ回答した。

⑤及び⑥職員の業績評価制度の見直し 〔指標１－１－カ、指標１－１－キ〕

18年度及び19年度の研究職員の業績評価は、第１期中期計画期間に策定・実施された旧来の

「研究職員業績評価実施規程」とマニュアルに従って行い、研究管理職員等については、その

後も継続し翌年度の勤勉手当に反映させた。一方、管理職員以外の研究職員については、評価

結果を処遇に反映させる新たな業績評価制度の検討を研究評価検討委員会を中心に18年度から

継続して行った。その結果、短期評価と長期評価を組み合わせ、短期評価においては目標設定

・管理型とする「研究職員の業績評価制度骨子案（平成20年7月22日）」を取りまとめ、運営

会議での協議等を経て理事会決定した。その後、20年度中に研究職員短期業績評価の試行を行

い、制度の点検・修正の上「研究職員の業績評価マニュアル（平成21年3月24日）」を作成し

た。21年度はこれに従い、平成21年4月1日から平成22年1月8日までの評価期間とする研究職員

短期業績評価を本格実施した。また、これに伴い、「研究職員業績評価実施規程」を改正して、

研究管理職員等と管理職員以外の研究職員の評価制度を分け、平成21年9月15日付けで「研究

職員短期業績評価実施規程」及び「研究管理職員等業績評価実施規程」に改正した。平成22年

3月に２回開催した業績評価委員会とその結果の理事長への答申により決定した21年度の評価

結果は、22年度の勤勉手当に反映させ、評価結果に応じた加算割合を15/100から0/100の範囲

とした。22年度の評価期間は平成22年1月9日から平成23年1月8日までの１年間として実施した。

マニュアルは、研究評価検討委員会（平成22年9月14日）において実情に即して修正し、評価

対象除外者の考え方等の記載を加えて修正した。評価者は、研究職員の所属する研究領域長及

び統括研究主幹である。重要度や困難度を加味した目標設定と、評価者による評価は、期首、

期中（変更等がある場合のみ）、期末の被評価者と評価者との面談を通して認識を共有するこ

とによって行っており、コミュニケーションツールとして有効に活用した。

一般職員等の評価については、一般職員の補佐クラス以上を対象とした試行、全ての一般職

員及び技術専門職員を対象とした２回の試行、計３回の試行結果を踏まえ、平成22年10月1日

に「独立行政法人農業生物資源研究所一般職員等人事評価実施規程」及び関係規程等を設置し、

本格導入を図った。新たな評価制度は、10月1日から翌年9月30日を評価期間とした職務遂行能

力評価と10月1日から翌年3月31日及び4月1日から9月30日を評価期間とした業績評価からなっ

ている。職務遂行能力評価は、当該職員に求められる職務行動が安定的にとられているかどう

かを評価し任用や昇給への活用を、業績評価は、当該職員が果たすべき役割として目標を設定

しその達成度を評価するもので主に勤勉手当の成績率への活用を念頭に置いている。評価結果

の処遇への反映については、昇任・昇格等については複数年の評価結果の活用を考えており所

要の経過措置を設けることとしている。

⑦ 内部統制のための法人の長のマネジメント 〔指標１－１－オ〕

リーダーシップを発揮できる環境整備

生物研の業務運営における重要事項については、理事会や運営会議で審議の上、理事長権限

により決定している。

第２期に当たり、18年度に、可能な限り階層構造を排し、フラットな組織とすることにより、

権限と責任を明確にした組織体制とした（p3法人組織図参照）。これにより、理事長の指示等

のより迅速・的確な伝達と組織の意思決定の迅速化を図った。

整備した組織体制において、理事長のリーダーシップの下、各研究ユニットの長には研究ユ
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ニットが担当する中期計画の課題の目標達成のための権限と責任、それに伴う予算配分につい

ての責任と権限を与え、研究の推進を図った（p12研究資金の重点配分参照）。

理事長は、コンプライアンス・リスク管理委員会の委員長として、ミッション達成を阻害す

るリスクに対して、バイオセーフティ（警備・入室制限安全）等を組織全体として取組むべき

重要な課題として把握し、対応計画を指導した。また、情報ネットワークの管理等に関する情

報統括責任者(CIO)として、生物研の情報システムの全般にわたって直接指導を行っている。

法人のミッションの役職員への周知徹底

18年度に生物研の憲章、行動規範を定め、研究所のホームページで公表するとともに、各種

会議や理事長と職員との意見交換会等を通じて、周知徹底を図っている。

生物研においては、理事長をトップとする理事会等の各種会議や理事長と職員との意見交換

会を通じて、法人のミッションに基づいた業務運営の方向性を徹底するとともに、現場の問題

を把握する仕組みを構築している。

具体的には、①毎朝の幹部ミーティング（役員、各統括主幹が出席）②毎週１回開催の理事

会③毎月２回開催する運営会議（役員、領域長、室長等が出席）④毎年実施する室長・ユニッ

ト長等との個別懇談⑤毎年実施する研究ユニット・センター毎の研究職員との意見交換など、

定期にあるいは随時、様々な機会を設けて理事長と職員との双方向での意思疎通を図り、効果

的かつ効率的なマネジメントを実践している。

また、生物研のミッション・ビジョンを生物研要覧及びホームページに掲載するとともに、

運営会議や年頭の所信表明などの理事長発言は、逐次、全役職員等が所内ネットワークを通じ

て聴くことができるシステムを構築して、職員周知を図っている。

組織全体で取り組むべき重要な課題(リスク)の把握及び対応

22年度には、コンプライアンスの推進及びリスクへの適切な対応の一環として、コンプライ

アンス・リスク管理関係規程類インデックス・マップ及び職員等を対象とした通報等窓口を所

内ネットワークに設置した。また、理事長は、国際規制物資(ウラン化合物)、化学物質(毒物

・劇物等)、遺伝子組換え生物等の使用等の研究に係るリスクの洗い出しと点検を指示し、バ

イオセーフティ（警備・入室制限安全）対応計画（改善策工程表）を指導した（p115コンプラ

イアンス体制について参照）。

内部統制の現状把握及び課題対応計画の作成

ミッションを適確かつ効率的に果たすため、毎年、中期計画の進捗状況の点検と評価を行っ

ている。

研究課題については、２次にわたる評価検討を経て、課題評価判定会により自己点検評価を

行っている。また、業務運営については、21年度から「研究管理支援部門評価検討会」を開催

して自己点検評価を行っている。

これらの結果は、研究推進戦略会議（「所内会議」と「外部機関との意見交換会」の２回開

催）を通して、さらに点検を重ねて問題点等を明確にし、続く外部委員による評価助言会議に

おいて評価と助言を得て、年度計画及び第２期中期計画の総括を行うとともに、第３期中期計

画へ向けての業務の改善等の反映につなげた。評価結果は、独法評価委員会の評価結果とあわ

せ、次年度計画など業務運営に反映させている。

22年度は第２期中期目標期間の 終年度に当たるため、中期計画５年間の評価を単年度評価

の過程に併せて行った。

21年度の研究職員短期業績評価の結果は、22年度の勤勉手当に反映させた。22年度について

は、21年度に引き続き、平成22年1月から１年間の評価期間で評価を実施して、平成23年3月に

評価を確定した。一般職員等の業績評価については、平成22年10月に「独立行政法人農業生物

資源研究所一般職員等人事評価実施規程」及び関係規程等を制定し、本格実施した（p5評価・

点検の実施と反映(中期実績)参照）。
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自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第２

－１ Ａ 研究課題の評価については、毎年度の見直しと改善を重ね、評価

基準の明確化及び評価体制の充実と効率化に取り組み、評価結果を

業務の改善や研究資金の配分などに十分反映させていることが高く

評価できる。中期計画は全ての中課題単位で達成されたと判定でき

る。職員の評価システム検討を重ね、研究職員については21年度か

ら短期業績評価を実施し、その結果を処遇に反映させている。一般

職員等についても、試行を経て、22年度から評価制度（業績評価と

職務遂行能力評価）が導入された。

２ 研究資源の効率的利用及び充実・高度化

中期目標

生物資源の農業上の開発及び利用等に係る行政ニーズの把握、国内外の技術開発動向や

学会の動向の調査・分析等、研究の企画・立案に必要な情報収集・分析機能を強化する。

（１）研究資金

中期目標

研究所は、中期目標の達成のため、運営費交付金を効率的に活用して研究を推進する。

さらに、研究開発の一層の推進を図るため、委託プロジェクト研究費、競争的研究資金等

の外部資金の獲得に積極的に取り組み、研究資金の効率的活用に努める。

中期計画

①研究所に求められる、革新的な農業生産技術の開発や新たな生物産業の創出に関する基

礎的研究等の分野のニーズを的確に把握することにより、研究課題の重点化を図り、研

究資金の重点的な配分を行う。

②農政上及び科学技術政策上の重要課題として国から受託するプロジェクト研究等につい

て重点的に実施する。

③研究の推進を加速するため、競争的研究資金等の外部資金への積極的な応募を奨励、支

援し、研究資金の充実を図る。

④研究課題の評価結果の研究資金配分への効果的な反映等、研究資金の配分・活用を効率

的に行うことにより、研究活動を活性化させ研究成果の向上を図る。

【指標１－２－ア】運営費交付金の重点配分、国の委託プロジェクト研究の重点実施が行われているか。

【指標１－２－イ】競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加している

か。

（中期実績）

① 研究資金の重点配分 〔指標１－２－ア〕

一般研究費については、中期計画課題遂行のため各研究センター・ユニット等の規模（構成

員数）に応じて配分する「基本研究費」、研究領域長が領域内で特に重点的支援が必要と考え

る研究者又は研究グループに対して柔軟に再配分可能な「研究領域長裁量研究費」、課題評価

の結果に基づき特に高い成果を挙げた課題に配分する「重点配分研究費」の３種目に分けて配

分した。基本研究費については、研究ユニット等に一括配分し、ユニット長等の裁量による効

率的かつ柔軟な予算執行を行った（表１「一般研究費の重点配分」）。
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運営費交付金の戦略的、効率的な運用の一環として、運営費交付金特別研究を実施した。プ

ロジェクトでは、評価検討会における評価委員の審査結果に基づき、重点配分課題、競争的配

分課題及び技術支援業務に研究費を配分した（表２「運営費交付金特別研究による重点配分」）。

② 受託プロジェクトの重点的実施 〔指標１－２－ア〕

農政及び科学技術政策上重要な研究課題として国が公募するプロジェクト等に積極的に応募

するとともに、研究担当者が可能な限り研究に専念できるように、所内に「新農業展開ゲノム

プロジェクト推進事務局」及び「アグリ・ヘルスプロジェクト推進事務局」を設置して支援体

制を整えた。その他の受託プロジェクトについても、中核研究機関としての責務を果たすため

に個別のプロジェクト毎に課題取りまとめ責任者を置き、研究企画調整室が支援業務を行った。

③ 研究資金の充実 〔指標１－２－イ〕

第２期中期目標達成や将来の研究シーズの培養のために有効な競争的資金への応募には、所

内の研究者が積極的に応募することを奨励するとともに、研究領域長、研究主幹等による応募

書類の事前チェックと修正指導を徹底し、二次審査（ヒアリング）のある競争的資金について

は予行演習と指導を行った。その結果、18年度に126件であった応募数が22年度には171件とな

り、22年度において獲得した資金は全研究資金の20％を超え、当研究所の研究資金の充実に寄

与した（表３「競争的資金制度等への応募と採択実績」）。なお、競争的資金制度への積極的

な応募を促すため、18年度より競争的資金を獲得した研究代表者に対して予算的支援を行う措

置を行ったほか、20年度からは採択実績を有する研究者が作成した科学研究費補助金獲得のた

めの申請書書き方マニュアルを配布し採択率の向上を図った。

表２　運営費交付金特別研究による重点配分

運営費交付金
特別研究名

年度

配分額
（百万円）

課題数
配分額

（百万円）
課題数

配分額
（百万円）

課題数
配分額

（百万円）
課題数

配分額
（百万円）

課題数

重点配分課題 50.0 5 48.0 5 48.0 5 80.5 8 78.3 8

技術支援業務 20.0 1 19.0 1 18.1 1 25.0 1 24.4 1

競争的配分課
題

40.0 7 34.0 6 33.0 6 32.8 8 32.2 8

バイオテクノロジーによる農業生物の産業実用化研究

２０年度

研究重点化方向の点検に基づいた
生物資源のゲノム研究の加速化と

新たな生物産業の創出

１８年度 １９年度 ２１年度 ２２年度
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④ 課題評価の研究資金配分への反映 〔指標１－２－ア〕

課題評価判定会の結果を踏まえて、特に高い評価を得た課題及び研究戦略的視点から特に重

点的に支援すべきと評価された課題に対して重点課題配分研究費を配分した（表１「一般研究

費の重点配分」）。

期間中、Ａ評価で重点課題配分研究費を受けた述べ10課題のうち、７課題は翌年度あるいは

翌々年度にＳ評価を受けている。また、期間中に重点課題配分研究費を受けた12課題のうち、

７課題は、５年間評価においてもＳ評価を受けており、高い研究水準の維持に研究費の重点配

分が有効に機能していると考えられた。

表３　競争的資金制度への応募と採択実績
(件)

応募数採択数 応募数採択数 応募数採択数 応募数採択数 応募数採択数

文部科学省
科学研究費補助金

基盤研究 51 8 53 14 51 9 60 17 52 11
挑戦的萌芽研究 4 0 6 0 8 1 6 0 12 2
若手研究 20 8 22 7 19 8 26 5 23 8
新学術領域研究 6 0 6 2 2 1 2 1 3 2
その他 0 0 1 0 4 2 1 1 6 1

その他 1 0 5 2 3 1 4 0 28 3

農林水産省
研究高度化事業(*1) 3 1 3 1 5 0
実用技術開発事業(*2) 4 2 8 1
その他 1 1

生研センター
新技術・新分野創出(*3) 19 3 25 7
異分野融合研究(*4) 1 0 5 2
イノベーション創出(*5) 20 3 18 2 31 4

その他競争的資金、民間助成金等 21 11 16 5 24 10 16 5 8 2

合計 126 31 142 40 136 35 138 34 171 34

*1 研究高度化事業： 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
*2 実用技術開発事業： 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
*3 新技術・新分野創出： 新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業
*4 異分野融合研究： 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業
*5 イノベーション創出： イノベーション創出基礎的研究推進事業

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
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（２）研究施設・設備

中期目標

研究施設・設備については、老朽化の現状や研究の重点化方向を考慮の上、効率的な維

持管理等が行われるよう計画的に整備し、その有効活用に努める。

中期計画

①老朽化の現状や研究の重点化に即した研究施設・設備の計画的な整備を行う。

②施設利用の基準を策定し施設の有効利用を促進するとともに、光熱水料等の施設運転経

費の効率化に努める。

③個々の施設・機械の機能について広く周知し共同利用に努めるとともに、「利用委員会」

を設け、コスト意識の醸成を図りつつ、適切な管理・運営により施設・機械の有効かつ

効率的な利用を促進する。また、開放型研究施設（オープンラボ）等に関する情報の公

開に努める。

【指標１－２－ウ】ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。

【指標１－２－エ】研究施設・整備の共同利用の促進、施設運転経費の効率化の取り組みが適切に行われているか。

【指標１－２－オ】開放型研究施設（オープンラボ等）に関する情報をインターネット等を介して公開し、利用促進が図ら

れているか。

（中期実績）

① 研究施設・設備の計画的整備 〔指標１－２－ウ〕

研究施設・設備の改修・修繕等においては、施設の根幹となるインフラ設備の老朽化対策と

研究の重点化を踏まえた施設整備を計画的に行うことが重要であるため、18年度に第２期中期

目標期間における施設整備等計画を策定し、計画的な整備を実施した。また、施設利用委員会

等を通じて把握した老朽化や利用状況の現状や研究重点化方向の変化に対応して、適切な計画

の見直しを行った。

② 施設の有効利用と運転経費の効率化 〔指標１－２－エ〕

コスト意識の醸成を図るため、つくば地区に所在する全ての研究施設を基本スペースと共通

スペースに区分し、基本スペースは居室プラス標準実験室として、研究ユニット等の構成員数

に応じて配分した。また、施設利用方針に基づいて、共通スペースの再配分とスペース課金制

度（施設を公平かつ効率的に利用するとともに、コスト意識を醸成するため、基準スペース以

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）を実施した。

なお、平成22年11月26日に通知された政策評価・独立行政法人評価委員会による「平成22年

度末に中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向

性について」の中で、放射線育種場の寄宿舎の廃止が示された。これに従い、23年度以降の第

３期中期目標期間中に、運営に必要な代替措置等を講じた後、廃止することとしている。

③ 有効かつ効率的な施設の管理・運営 〔指標１－２－オ〕

研究施設等の有効利用を図るため、施設利用委員会を組織し、その下部組織として地区別の

利用委員会、圃場利用委員会、温室利用委員会を設置して、利用者の意見を反映した管理・運

営を行った。また、定期的に施設利用実態調査を実施し、利用度の低い施設については集約化

や機能転換を図ると共に、今後利用が見込めない施設については廃止を実施した。

研究用機械の保守経費削減を図るため、20年度に利用度の低い機械の登録を一旦抹消した。

また、21年度からは共用可能な機械の共用機械リストへの新規登録を促進し、リストを広く職

員に公開して利用の拡大を図るとともに、共用機械の利用状況から有効に使用されている共用

機械については、修理費等を共通経費から負担する方策に改め、経費節減と共同利用の促進に

努めた。（表４ 共用機械登録数と経費負担状況）

オープンラボに関しては、平成20年2月より、生物研初の開放型研究施設として、得られた

データを蓄積、保管、公開して、生命科学研究・ゲノム研究のさらなる発展と研究成果の社会

還元に資することを目的とし、構造生物学研究棟附属施設内の「マイクロアレイ解析室」をオー
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プンラボとして運用を開始した。20年度の利用は175名（うち外部利用者70名）、21年度の利

用は174名（うち外部利用者80名）、22年度は117名（うち外部利用者66名）であった。

さらに、平成21年2月には生物研がこれまで蓄積してきたカイコゲノム情報、カイコ遺伝子

組換え技術を有効に利用することで、科学技術及び産業の発展に貢献することを目的として

オープンラボ「昆虫遺伝子機能解析関連施設」を開設した。この施設は、研究ノウハウの習得

や、実験施設の設置が難しい研究者が、研究を実施する上で必要な技術的サポートを受けられ

るように体制を整備し、機能遺伝子の解明と遺伝子組換えカイコの利用に関わるサービスを提

供するものである。21年度の利用は85名（うち外部利用者46名）、22年度は69名（うち外部利

用者46名）であった。

オープンラボに関する案内はホームページに掲載している。

一方、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月14日）で指摘された放射線育種場の寄宿

舎については、国際共同研究等の推進により利用率向上を図り、19年度の稼働率3.9％に対し

て20年度は9.2％と向上したが、その後は漸減した。

（３）組織

中期目標

生物資源の農業上の開発及び利用等に係る政策や社会的ニーズに迅速に対応し、研究成

果を効率的に創出するため、研究資金、人材、施設等の研究資源を有効に活用し得るよう、

具体的な研究分野、研究課題の重要性や進捗状況も踏まえ、研究組織を、再編・改廃を含

めて機動的に見直す。

なかでも、茨城県つくば市の研究所本部とは別に庁舎や研究施設・設備等を設置・運営

している長野県松本市、岡谷市及び山梨県小淵沢町にそれぞれ所在する３研究チームにお

ける事務及び事業については、再編統合を図る。

中期計画

①権限と責任を明確にした運営を行い、意思決定の迅速化を図る。

②中期目標を着実に達成するため、集中的・重点的に取り組む研究テーマを担う研究単位

を機動的に配置する。

③研究組織に対する評価を行い、その結果を踏まえて、政策的要請や社会的ニーズに適切

に対応するため、機動的かつ柔軟に組織の見直しを行う。

④つくば市本部とは別に研究施設・設備等を設置・運営している長野県松本市、岡谷市及

び山梨県小淵沢町にそれぞれ所在する３研究チームにおける事務及び事業については、

再編統合を図る。

表４　共用機械登録数と経費負担状況

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

共用機械登録機械数(式） 211 224 148 167 173

うち保守経費負担する機械数（式） 211 224 148 150 156

うち保守経費負担しない機械数（式） 0 0 0 17 17

保守経費負担額（千円） 92,810 93,711 89,292 86,545 84,481

うち年間保守経費（千円） 77,054 72,359 64,466 69,866 70,351

うちスポット修理経費（千円） 15,756 21,352 24,826 16,679 14,130
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【指標１－２－カ】集中的・重点的に取り組む研究テーマを担う研究単位の配置、政策的要請や社会的ニーズに対応

するための組織の見直しの取り組みが行われているか。

【指標１－２－キ】長野県松本市、岡谷市及び山梨県小淵沢町（北杜市）に所在する３研究チームの再編統合に向けた

取り組みは適切に行われているか。

（中期実績）

① 権限と責任の明確化 〔指標１－２－カ〕

各部署における権限と責任を明確にするため、18年度に整備した組織体制（p3法人組織図参

照）のもと、各研究ユニットの長には研究ユニットが担当する中期計画の課題の目標達成のた

めの権限と責任、それに伴う予算配分についての責任と権限を与え、研究の推進を図った。ま

た、研究管理支援部門の室長の権限と責任を明確にするため、各室が所掌する事項についてそ

の長が運営会議等において責任を持って説明するなど、運営方法の改善を図った。21年度から

は、新たに研究管理支援部門業務実績評価検討会を実施し、自己点検評価と業務改善の議論を

より一層充実し、その結果を業務実績報告と翌年度計画に的確に反映させた。

② 研究単位の機動的配置 〔指標１－２－カ〕

中期目標・中期計画を着実に達成するために、集中的・重点的に取り組む研究テーマを担っ

た研究ユニット等が、その目的を効果的に果たせるよう、研究管理支援部門によるサポートに

努めた。特に、各遺伝子組換え研究センターに対する遺伝子組換え研究推進室のサポートを充

実し、研究の推進を図った。また、中期計画の 小単位である中課題を担う研究ユニット等に

おいては、定期的に報告会を行うなど、課題責任者であるユニット長等が日常的にユニット構

成員と意思疎通を図ることにより、効果的、効率的な研究推進に努めた。

③ 組織の見直し 〔指標１－２－カ〕

18年度からの第２期中期計画における研究部門の組織体制は、原則として、１つの中課題を

１つの研究ユニットが・センターが責任を持って担う形になっており、課題の評価を通して組

織の評価が行えるような仕組みにした。また、平成18年6月1日には複数の企業が資金を提供す

る「昆虫共生菌ゲノムプロジェクト特別研究室」を設置した。さらに、平成19年3月の中期計

画の変更に伴い、平成19年4月1日に基盤研究領域にダイズゲノム研究チームを設置した。平成

21年4月1日にはコンプライアンス・リスク管理体制のさらなる強化を図るため、「監査室」を

「監査・コンプライアンス室」に改変した。毎年度の評価･点検においては、組織自体の大き

な問題点の指摘はなかったが、研究の重点化等の検討を踏まえて、新規採用や併任人事による

組織の強化を行った。

・法人統合及び第３期に向けた検討

農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び種苗管理センターの３法人統合を決定した「独

立行政法人整理合理化計画」の閣議決定（平成 19 年 12 月）を受けて、法人統合に向けた検討

体制を整備し、統合までの工程表と検討すべき事項を整理し、平成 20 年 4 月より所内では「生

物研統合準備検討会」を、統合３法人では「３法人統合検討打合せ会議」を設置して、新法人

の理念、ミッション、業務の方向、組織及び運営の基本的考え方などの具体的な検討を進めて

きた。しかし、平成 21 年 12 月に「独立行政法人の抜本的見直しについて」の閣議決定により、

３法人統合は当面凍結とされ、独立行政法人の抜本的見直しの一環として再検討されることと

なった。そのため、平成 22 年 4 月に、これまで３法人統合に向けて検討してきた所内の「生

物研統合準備検討会」を、次期中期目標期間における研究計画や組織体制の検討を行う「生物

研第三期準備検討会」と改め、次期中期計画、次期組織体制等の策定に向けた検討を行った。

④ 松本・岡谷・北杜地区の再編統合 〔指標１－２－キ〕

第１期中期目標期間の終了に当たって総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から出され

た「勧告の方向性」（平成16年12月）を受け、第２期中期計画において松本・岡谷・北杜地区

の再編統合を行うこととした。

この中期計画を実行するに当たり、松本・岡谷・北杜地区に所在する３研究チームにおける

事務事業については、新蚕糸技術（シルクテクノロジー）に関する研究が重要となっているこ

とから、そのニーズに責任を持って対応できる体制を整えると同時に、その業務を効率的・効



- 18 -

果的かつ確実に実施することとし、平成19年1月に、①松本地区は20年度末、岡谷地区は22年

度末に移転すること、②移転に当たっては受入施設の整備及び建物等の撤去が必要であり、そ

の費用に松本地区（県地区、中山地区、惣社地区）の土地売却収入を充てることを決定した。

その後、この組織の見直しについては独立行政法人の整理合理化案（平成19年8月）にも記

載され、独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）で決定された。

各年度毎に、次のとおり取り組みを行った。

18年度には松本・岡谷の組織を生活資材開発ユニットに一本化し、北杜地区は蚕遺伝資源の

保存・増殖・配付を主とした業務を分担することとした。

20年度には、松本の研究をカイコのゲノム情報を活用した染色体置換系統の作出や同系統を

用いた遺伝子の機能解析及び遺伝子組換え技術を用いた蚕品種の育成に重点化し、つくばで進

めているカイコのゲノム解析研究や遺伝子組換えカイコ研究とより一層緊密な連携をとること

によって、生物研における当該分野の新たな発展を図ることとしつくばに集約化する、との当

初の方針に基づき、松本地区のつくば地区への先行移転を完了した。

移転に伴い、担当研究者をつくば地区に異動するとともに、一般職の甲信庶務チーム長及び

主査のポストを廃止した。

また、松本の３地区の土地について、いずれも松本市から有効活用したいとの譲渡要望があっ

たため、農林水産大臣の認可を経て松本市に売却することとし、20年度には惣社地区の土地を

売却した。

21年度には中山地区の土地を売却し、県地区（庁舎敷地部分）の土地の売買契約を締結した。

22年度には4月に県地区（第１桑園部分）の土地の売買契約を締結し、9月に県地区の土地の

売払代金の入金及び引渡しを終え、全ての土地の売却を完了した。また、売却収入をもってつ

くば地区の受入施設（昆虫遺伝子機能解析実験棟の建替等）の整備を行った。今後、シルクテ

クノロジー研究の一層の発展に有効利用することとしている。

岡谷地区については、生活資材開発ユニット（岡谷）が進めてきた、シルクの持つ収・放湿

性、生体適合性等の機能を活かした生活用資材や介護・医療用素材の開発に、つくばのシルク

関連勢力と連携して取り組むことにより、シルクテクノロジー分野の研究の発展を図ることと

しつくばに集約化する、との当初の方針に基づき、平成23年3月につくば地区への移転を完了

した。

移転に伴い、担当研究者をつくば地区に異動するとともに、一般職の岡谷専門職ポストを廃

止した。

また、敷地の所有者である岡谷市から、借地上にある施設を現状のまま活かして「蚕糸博物

館」として有効活用したいとの要望があったため、農林水産大臣の認可を経て施設を無償譲渡

することとし、平成23年3月末日をもって岡谷市へ現状のまま借地を返還した。

22年度の取り組みを 後に、松本・岡谷・北杜地区の再編統合を全て完了した。

（４）職員の資質の向上と人材育成

中期目標

研究者、研究管理者及び研究支援者の資質向上を図り、研究所の業務を的確に推進でき

る人材を計画的に育成する。そのため、具体的な人材育成プログラムを策定するとともに、

競争的・協調的な研究環境の醸成、多様な雇用制度を活用した研究者のキャリアパスの開

拓、研究支援の高度化を図る研修等により、職員の資質向上に資する条件整備に努める。
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中期計画

①人材育成プログラムを策定し、計画的な人材育成を図る。

②研究職員に対し競争的・協調的環境を醸成し、インセンティブを効果的に付与する。ま

た、他の独立行政法人を含む研究機関等の円滑な人材交流を行う。

③業務の遂行に必要な能力をかん養し、優れた人材を養成するため、業務上必要な各種研

修に職員を積極的に参加させるとともに、資質向上に必要な制度の充実を図る。また、

業務上必要な資格取得を支援する。

④農林水産省等との人材交流を通して、研究管理能力やプロジェクトマネージメント能力

を有する人材の養成を図る。

⑤若手職員の養成プログラムを策定し、計画的な人材養成を図る。また、各種制度を積極

的に活用して研究職員の在外研究を計画的に実施する。

【指標１－２－ク】人材育成プログラム及び若手職員の養成プログラムの策定、他機関との人材交流などによる人材育

成の取り組みが適切に行われ、その効果が見られるか。

【指標１－２－ケ】研究職員にインセンティブを付与するための取り組みが行われ、その効果が見られるか。

【指標１－２－コ】各種研修の実施、資格取得の支援が行われ、その効果が見られるか。

（中期実績）

① 人材育成プログラム 〔指標１－２－ク〕

農林水産省が定めた「農林水産省における人材育成プログラム（平成18年3月28日）」を踏

まえて、生物研では、18年度より生物研のミッションの遂行に適した人材を育成する目的で人

材育成プログラムの作成を検討し、職員からの意見による修正を加えて平成19年6月5日に「農

業生物資源研究所の人材育成プログラム」を決定した。本プログラムの中で研究職員が行う「能

力開発プログラム」は、職員一人ひとりが自らのキャリアビジョンを策定し、その実現に向け

て主体的に取り組むこと、また研究所は、職員が取り組む自己研鑽のプログラムを 大限に支

援することを基本としたものとなっている。能力開発プログラムは、試行の後、修正を加え、

平成20年5月20日に「人材育成プログラム運用のポイント」が決定された。本格実施は21年度

に行い、第２期中期計画も残り少なくなったことからプログラム期間等に柔軟性をもたせた「平

成21年度能力開発プログラム実施マニュアル」を作成して、研究職員短期業績評価の期末面談

にあわせて職員との話し合いを行うこととして開始した。

能力開発プログラムは、配置転換希望を含む中・長期的なキャリア達成イメージ、キャリア

達成のための計画、キャリア達成に必要な研修等の計画等の項目からなり、これらを職員が記

入した後、研究領域長等との面談・意見交換によって修正することができる。さらに、理事・

管理職で構成される人材育成委員会でその結果を検討して、意見があればそれを職員に伝えて

修正等を行うことができる仕組みとしている。

平成22年3月17日の人材育成委員会では、能力開発プログラムの書類は、領域長等との面談

の上、人材育成委員会での検討の必要性について職員と領域長等との間で合意の得られたもの

についてのみ人材育成委員会に提出することなどの変更が検討され、理事会で承認された。22

年度は「平成22年度能力開発プログラム実施手続き」を理事会決定後運営会議にて報告し、短

期業績評価の期首・期末面談にあわせて実施した。研究職員とその評価者でもある研究領域長

等は、短期業績評価の目標や結果を参考として、目標達成度を上げるために取り組むべき研修

等の計画について話し合うことによって、職員の資質向上や研究所の活性化が図れるように活

用した。

生物研では、人材育成プログラムにおける研修等の支援の仕組みとして、研修等受講補助経

費申請、国内留学制度、在外研究制度等を設けている。一般職員等についても研修等を奨励し、

各種職務に応じた専門的な知識や能力の向上を図った。

② 研究職員等へのインセンティブ付与 〔指標１－２－ケ〕

職員のインセンティブを高め、組織の活性化を図ることを目的に、生物研独自の表彰制度

（16年度創設）としてNIAS研究奨励賞とNIAS創意工夫賞を設けており、NIAS研究奨励賞は、概

ね40歳以下の研究職員を対象に研究所の業務の推進に顕著な功績があったものを、NIAS創意工

夫賞は、研究職員以外の職員を対象に研究所の業務の推進上特に有益な発明、考案又は改良を



- 20 -

行ったものを表彰してきた（表５）。

表５ ５年間分の受賞一覧

予算配分において、研究成果発表（学術雑誌への論文掲載）に対する支援、外部資金獲得に

対する支援、技術移転活動に対する支援等の支援策を講じることにより、研究職員へインセン

ティブを付与する取り組みを行った。一方、機械整備費などの募集においては対象を個人では

なく、研究ユニット・センター単位とすることにより、メンバーが協調して課題を遂行する環

境を醸成するための努力を行った。また、研究材料供給管理費の申請募集を進めるなど、一部

交付金についても自ら獲得に努力する姿勢を促した。

③ 研修の実施、資格取得の支援 〔指標１－２－コ〕

職員の資質の向上と資格取得を目的として、毎年度の新規採用職員への採用者研修に加え業

務上必要な各種研修会及びセミナー等を実施するとともに、外部で実施している研修会及び

講習会にも積極的に参加させた。５年間で一般職員177名、技術専門職員48名、研究職員95名

を参加させた。このうち、一般職員については、キャリアアップを目的とした階層別養成研修

に５年間に課長クラス６名、補佐クラス９名、係長クラス17名、係員12名を参加させた。技術

専門職員については、職務に必要な管理能力や指導力を強化するとともに社会的見識の向上を

図ることを目的とした職長研修を実施し、５年間に「管理職能・高度専門職能研修」に12名、

「中間指導職能・専門職能研修」に９名を参加させた。研究職員については、スキルアップを

目的とした階層別養成研修に５年間で研究部長クラス１名、主任研究員クラス８名、研究員ク

ラス２名を参加させた。

年度 受賞年月日 人数 業績名

植物多糖分解酵素の分解作用機構の解明
新たなシルクタンパク質素材としてのホーネットシルクの開発
イネ圃場抵抗性遺伝子の単離とゲノム育種の推進
遺伝子組換えカイコを利用した遺伝子機能解析システムの開発
～エンハンサートラップ系統の開発とデータベースの構築～
豚ゲノム解析とその抗病性育種への応用に向けた免疫遺伝学的研究

平成２０年度 H20.12.25 1 脳神経モデル細胞株の樹立とプリオン病研究への応用
イネゲノムの大規模アノテーションの推進
遺伝子組換えイネを利用した食べるワクチン開発に向けた基礎研究
ネムリユスリカにおけるトランスポーターを介したトレハロース輸送機
構の解明
甲虫類の行動制御物質の同定と機能解明
カイコの統合的遺伝地図の作成とその利用
アリ類における炭化水素化合物による行動制御に関する研究
反芻家畜の繁殖機能の中枢制御機構に関する研究

合計 13

年度 受賞年月日 人数 業績名

平成２２年度 H23.1.11 1
予定価格作成におけるＳＥ労務費の積算方法の改善とマニュアル化
研究の重点化に伴う資産処理業務の効率的な推進

平成２１年度 － － 該当者なし
セルポットの床土詰め器の考案
トランスジェニック繭に適する煮繭・繰糸技術の考案

平成１９年度 － － 該当者なし
平成１８年度 H18.12.12 1 ジーンバンク植物配布作業プログラムの改良、開発に関する創意工夫

合計 4

H18.12.12

H20.12.25

NIAS研究奨励賞

NIAS創意工夫賞

平成２０年度 2

平成１８年度 3

平成２２年度 2

平成２１年度 3

平成１９年度 4

H23.1.11

H21.12.22

H19.12.25
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研究職員については、人材育成プログラムの一環として、外部研修等への自発的な参加を促

すこととし、研修等受講補助経費として予算枠を確保して職員へ公募し、審査を経て承認する

体制を整備した。19年度から22年度の間に海外研修２名を含む、延べ31名が本経費により研修

等へ参加した。研修によって習得した高度な知識や手法は、各業務の効果的遂行に役立ってお

り、また、資格取得により効率的な業務推進につながった。

また、職員について業務上必要な資格取得を促進するとともに、講習の機会の設定及び経費

の補助を行った。33名の職員が障害者職業生活相談員、エネルギー管理員、特別管理産業廃棄

物管理責任者、第一種衛生管理者、フォークリフト技能講習、第１種放射線取扱主任者などの

資格を取得した。

前期に引き続き博士号取得の奨励を行い、全研究職員における博士号取得率は、５年間の平

均で85.6％を占めるに至った。

（18年度 81.8%、19年度 83.3%、20年度 87.5%、21年度 86.6%、22年度 89.1%）

[英語論文作成セミナー]

職員の英語論文作成能力の向上を図るため、「英語科学論文作成講習会」を平成18年度、19

年度、21年度の３年間で計14回開催し、優れた科学英語論文を作成するための技術習得の機会

を設けた。（表６「英語科学論文作成講習会の開催回数と参加人数」）

④ 農林水産省等との人材交流を通した人材の養成 〔指標１－２－ク〕

研究管理能力やプロジェクトマネージメント能力を有する人材の養成を図るため、専任及び

研修員の身分で、５年間に農林水産省へ10名、内閣府へ６名、文部科学省へ２名を派遣した。

※業務実績報告書の各年度毎の人数は、年度毎の派遣人数を記載しているため、５年間の延べ

人数とは異なる。

（例：18年度～19年度の派遣者は、業務実績報告書ではそれぞれの年度毎に１名（＝延べ２名）

としてカウントをしているが、事業報告書では１名のカウントになる）

⑤ 若手職員の人材養成と在外研究の計画的実施 〔指標１－２－ク〕

「農業生物資源研究所の人材育成プログラム」においては、新規採用された若手任期付研究

員については、特別なプログラムによる人材育成を図ることとしており、18年度の新規採用者

から開始した。具体的には、１）新規採用者は、優れた指導担当者のもとに配置され、指導担

当者との綿密な話し合いにより５年間及び初年度の研究計画案を作成する。研究計画は、研究

分野の役員･管理職の評価･助言を受け、修正・決定された後実施に移す。新規採用者の指導担

当者へは、スタートアップに必要な経費として100万円を研究活性化経費から支援する。２）

年度途中の研究計画の進捗状況については、指導担当者による日常の管理･指導はもちろん、

必要に応じて研究管理職等との意見交換を行い点検する。また、月２度程度行われる研究所の

成果発表会や所主催の各種研修に参加し、研究所の活動への理解を促進する。３）年度末には

成果発表会を行うとともに、年次報告書と次年度計画を作成し、役員･管理職等の点検･助言を

受ける。以上のようなプログラムは、18年度末の成果発表会から全ての若手任期付研究員に対

して同様な取り組みを行うこととし「若手研究者育成プログラム」と称して継続して行った。

全研究職員に対して行われた短期業績評価、能力開発プログラムは、任期付研究員も参加して

おり、特に研究領域長との面談を通して人材育成に活用した。特に若手研究職員に向けた所内

研修として、「科学英語論文作成講習会」（18、19、21年度）、「競争的資金応募書類の書き方

講習会」（20年度）等が行われた。また、外部研修への参加に関しては研修等受講経費申請制

度を若手職員の人材養成に有効に活用した。

上記のような取り組みにより、文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞、同表彰若手科学者賞を

表６　英語科学論文作成講習会の内容と参加人数

１８年度 １９年度 ２１年度 合計

開催回数 1 10 3 14

述べ参加者数 79 818 130 1027
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はじめとする各種表彰や学会賞を５年間で72件（延べ100名）受賞した（表７）。

表７ 各種表彰・学会賞受賞者数

各種表彰・学会賞等 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計

件数 12 13 17 16 14 72

延べ人数 17 17 24 22 20 100

在外研究では、延べ16名を派遣した。内訳は18年に３名をそれぞれドイツ、アメリカ、フラ

ンス、19年に４名をそれぞれドイツ、アメリカ、フランス、スイス、20年に４名をそれぞれド

イツ、アメリカ２名、スイス、21年に２名をそれぞれアメリカ、チェコ、22年に３名をそれぞ

れアメリカ２名、チェコへ派遣した。

受賞名 受賞対象（業績名等） 受賞年度

文部科学大臣表彰　若手科学者賞 植物の病傷害応答における情報伝達機構の研究 18年度

〃 大規模ゲノムアノテーションに基づくゲノム情報有用化の研究 20年度

〃 根粒菌と菌根菌の共生を司る共通シグナル伝達経路の研究 21年度

文部科学大臣表彰　科学技術賞

開発部門
組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開発 20年度

農林水産省農林水産技術会議主催

若手農林水産研究者表彰

新規探索法による生理活性物質WAF-1の発見とその植物病害抵抗性誘導機能

に関する研究
19年度

平成19年度日本農学賞

（同時受賞：第44回読売農学賞）
遺伝子組み換えカイコの作出と利用法に関する研究 19年度

平成22年度日本農学賞

（同時受賞：第47回読売農学賞）
イネゲノム全塩基配列解読とその利用に関する研究 22年度

Louis Pasteur （ルイ・パスツール） 賞

カイコにおける突然変異遺伝子の作用機構の解明、野蚕フィブロイン遺伝子の

クローニング、遺伝子組換えカイコ作出法の開発など、蚕糸研究の発展に著しく

貢献

20年度

nano tech 大賞

（バイオテクノロジー部門）

遺伝子組換えカイコによる高機能繊維の開発に成功、その応用としてフィブロイ

ン－蛍光タンパク質の融合タンパク質を発現させ、蛍光カラー絹糸を制作する技

術を確立

20年度

とやま賞（学術研究部門）
イネの栽培化遺伝子の単離と古代人が選んだDNA変異を利用したイネ栽培化

過程に関する研究
21年度

Rice Genetics Achievement Award

 (イネ遺伝学功績賞)
イネゲノム解読研究における貢献 21年度

日本育種学会賞 イネの量的形質に関する分子遺伝学的研究 18年度

〃 ダイズにおけるゲノム解析基盤の構築とその育種的利用 19年度

〃
イネ内在性レトロトランスポゾン Tos17  の発見とその育種基盤利用への貢献

20年度

蚕糸学賞 cDNAプローブとRFLPを用いたカイコの遺伝解析法の確立と利用 19年度

日本節足動物発生学会「丘英通賞」 昆虫の受精および発生開始のメカニズムに関する研究 19年度

日本応用動物昆虫学会学会賞 幼若ホルモンの生合成および作用機構の解明に関する研究 19年度

日本蚕糸学会賞
生理活性物質によるカイコ後胚子発育の制御とその内分泌機構に関する研究

20年度

日本繁殖生物学会・学術賞 胚性幹細胞の樹立と応用に関する研究 21年度

染色体学会賞
三次元画像解析法による植物染色体におけるヒストン翻訳後修飾の動態解析

21年度

日本菌学会賞 フザリウム属菌の分類学的研究 22年度

主な表彰・受賞
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自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第２

－２ Ａ 一般研究費の重点配分、研究資金充実への取組、課題評価結果の

研究資金配分への反映など、合理的な配分方法が定着した。組織再

編統合計画は、順調に推移し、本中期計画期間中に予定通り完了し

た。職員の資質向上と人材育成について、各種研修や若手研究者の

育成プログラム実施などを着実に進めてきた。

３ 研究支援部門の効率化及び充実・高度化

中期目標

効率的かつ効果的な運営を確保するため、隔地研究チームの事務・事業の再編を含めて、

以下のような研究支援部門の合理化に努める。

総務部門の業務については、業務内容等の見直しを行い、効率的な実施体制を確保する

とともに、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業務の効率化に努

める。

現業業務部門の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術

・知識を要する分野に重点化を図るために業務を見直し、研究支援業務の効率化、充実・

強化を図るよう努める。

研究支援業務全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門

の要員の合理化に努める。

中期計画

①農林水産省研究ネットワーク等を活用して、研究情報の収集・提供業務の効率化、充実

・強化を図るとともに、情報共有システムの運用により研究所全体の情報共有の促進及

び業務の効率化を図る。

②総務部門の業務については、隔地研究チームの再編統合に合わせ総務分室の整理・統合

を行う。また、所内ネットワーク、会計システム等の積極的活用により、管理事務業務

を効率化し、一元的に管理できるように努める。

③現業業務部門の業務については、高度な専門技術・知識を要する分野に重点化するとと

もに、業務科体制の見直しを行うことにより、研究支援業務の効率化、充実・強化を図

る。

④研究支援業務全体を見直し、極力アウトソーシングを推進する等により、研究支援部門

の要員の合理化に努める。

⑤研究所及び個人の研究活動を適正に評価し、研究の活性化を促進する評価機能、研究成

果を効率的に社会に発信、還元させる社会連携機能、情報発信と双方向コミュニケーシ

ョンを通じ国民の理解を促進する広報機能等、新たな社会要請に対応した研究支援部門

の充実・強化を図るため、対応する組織を設置する。

【指標１－３－ア】研究情報の収集、情報共有システム等による法人全体での情報共有促進の取り組みは適切に行わ

れているか。

【指標１－３－イ】総務部門について、総務分室の整理・統合に向けた取り組みが計画通りに進められているか。また、

管理事務業務の効率化が図られているか。

【指標１－３－ウ】現業業務を高度な専門技術・知識を要する分野に重点化するための見直し、アウトソーシング推進に

向けた取り組みが行われているか。

【指標１－３－エ】評価機能、社会連携機能、広報機能等の社会要請に対応した研究支援部門の充実・強化のための

組織が設置されているか。
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（中期実績）

① 情報共有の促進の取り組み 〔指標１－３－ア〕
農林水産研究ネットワークを通して外部への電子ジャーナル購読を拡充させた。17年度末は

1200誌であった購読誌数が、18年度から1700誌に拡充し、その後ピーク時は2300誌まで拡張し

たが、購読誌の重点化を進め、22年度末には1600誌の購読が可能になっている。これにより、

毎年度の恒常的値上げと経費節減の中、選択と集中を進めることにより、効率的な情報提供が

可能になっている。

所内における情報共有の促進においては、17年度末にグループウェアを導入し、今までの非

効率的な所内の情報流通を一変させた。その後、法人経営にとって重要な情報も徐々にデータ

ベース化すると共に、業務フローの見直しと併せて業務用のアプリケーションも開発・提供し

てきた。これにより、経営者から一般職までそれぞれの権限に応じて、常時 新のデータにア

クセスできる環境を整備した。これらは、グループウェア上に統合され、生物研としての統合

システムとしての役割を果たしている。

② 管理事務業務の効率化 〔指標１－３－イ〕

会計システムの改良については、「業務効率化実施計画」に基づき、研究部門及び支援部門

からの要望や新たに対応すべき事項について継続的に検証し、システムの改良や機能の追加を

行った。

・Web方式の採用により、各自のPCから直接入力が可能になり、手続きの迅速化に対応した。

(18年度)

・日常的に繰り返し大量に必要となる試薬等について、単価契約を行うことに伴い、契約依頼

から発注までを簡便で迅速に対応可能なシステムに改良した。(19年度)

・契約依頼入力時に過去の購入実績を検索し反映できる「規格」を追加設定し、入力時間の短

縮や迅速化を図った。(20年度)

・担当部署が別途保有している外部データの取込機能を追加設定し、入力時間の短縮と転記ミ

スの解消を図った。(21年度)

支払い手続き及び外国送金・出納手続きのWeb方式化により、全ての手続きがネットシステ

ムにより処理が可能となり、銀行窓口へ出向いての手続きや、ペーパーによるやりとりを要し

ない上、支払・入金情報が即日に確認できるようになり、会計業務の効率化及び迅速化を図っ

た。(19年度)

外国へのゲノムリソース配付に係る会計処理にクレジットカード決済を導入したことで、配

付までの所要日数が平均30日から７日程度に短縮し、利用者の利便性の向上を図った。さらに、

為替レートに左右されない円建てによる収入が可能となり、事務の効率化が図られた。また、

分譲手数料がカード会社から生物研の取引銀行に直接入金されるため、経由銀行に支払う手数

料の負担が解消された。(20年度)

18年度の組織改正により、松本総務分室、岡谷総務分室及び小淵沢総務分室を庶務室甲信庶

務チームに組織を統合し、３所の庶務及び経理事務を合理化するとともにチーム編成により現

地での機動性を確保した。

また、つくばの４地区に分散していた庶務関係事務体制の見直し及びシステム（人事、会計）

等の活用により、給与の支給関係事務を庶務室が担うこととするなど、管理業務を効率化する

ことで、他の業務（法令遵守、監査、安全管理等）に要員を配置し、当該業務の強化・充実等

を実施した。

庶務室甲信庶務チームについては、生活資材開発ユニット(松本地区)の本部移転（20年度末）

に併せ、20年度の組織改正により、同室甲信庶務チームを廃止し、庶務室岡谷専門職及び北杜

専門職を配置、当該業務内容の明確化を図り、生活資材開発ユニット(岡谷地区)の本部移転（2

2年度末)に併せ、庶務室岡谷専門職を廃止した。

業務の効率化については、20年度より人事・給与・共済システムの職員データの共有を開始

するとともに、平成21年3月から文書原簿管理の文書登録処理を、平成21年6月から住宅事情調
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査を、平成22年11月から入退室ＩＣカードの発行・回収対象者管理を所内ネットワーク等によ

る電子化にて実施し、効率化を図っている。

また、21年度には常陸大宮庶務チーム図書管理関係業務の見直しを行い経費削減を実行した。

契約事務に関しては、競争入札促進のため19年度から随意契約基準額を国と同様に改正した。

これにより、一般競争に係る契約事務の大幅な増加が見込まれるため、試薬等の日常的に繰り

返し大量に必要となる各種消耗品類の購入については、単価契約を導入することとし、試薬等

の調達依頼から発注、納品までの事務について、会計システム上で一連処理が迅速に行えるよ

う、会計システムに新たな設定を行って、迅速な対応と事務の効率化を図った。

③ 現業業務部門の見直し 〔指標１－３－ウ〕

第１期においては現業業務部門である業務科は１～３科に分かれていたが、第２期がスター

トした18年度からは技術支援室（７班体制）に統合再編され、圃場及び温室における植物の栽

培管理から昆虫並びに動物の飼育まで、多様な研究支援業務を実施している。21年度には松本

地区廃止に伴って、技術専門職員の配置の見直しを行い、各研究分野の支援内容が一層充実す

るように調整した。22年度から岡谷地区の研究機能移転が始まったが、つくば地区で新たに繰

糸技術を有する契約職員を雇用することにより、それに対応することができた。また、季節的

な業務量の変動のために生じる一時的労働力不足を補うために、つくば地区の５つの班間では、

必要に応じてほかの班へ職員（契約職員を含む）を派遣する等、労働力の流動化を推進した。

22年度にはクワの剪定後に排出された枝を、従来は産業廃棄物として専門業者に処分委託して

いたが、トラクターに装着する裁断装置を導入して圃場内で枝をそのまま鋤き込んでしまう方

式に変えたことにより、枝の搬出作業が不要となり、処分委託経費が約30万円軽減されるなど、

効率化を図ることができた。技術の高度化に関しては、18年度からの発生初期胚へのＤＮＡ注

入による遺伝子組換えカイコの作出、20年度からの生殖器官へのＤＮＡマイクロインジェクシ

ョンによるマウスの遺伝子組換え体作出、21年度には遺伝子組換えカイコの実用化をねらった

10万頭以上の大量飼育技術の実証及びこれまで経験のなかったミヤコグサの圃場における大規

模栽培技術を技術専門職員が構築するなど、高度かつ専門的な技術の習得も積極的に進めた。

④ 研究支援業務の見直し 〔指標１－３－ウ〕

18年度までに分類されたアウトソーシングする方が効率的とされる技術支援室の業務のう

ち、時期的に他の業務と競合することが多い大わし地区の桑園株間除草に関しては、20年度ま

では状況に応じてその都度役務として発注していたが、契約金額が年々高くなる傾向が見られ

た。そのため、21年度からは契約担当部門と協議の上、圃場管理業務に関する役務を単価契約

化し、技術専門職員の指導のもとに適期に除草作業が実施できるようにしたため、予算規模を

大きく変えることなく当該業務を年間を通じて外注化することができた。その結果、職員の労

力を専門的知識を要する業務により多く振り向けることが可能となった。22年度には所内の圃

場で大面積（１ha）のオオムギ試験栽培が新規に開始されたが、耕うん整地などの平易な業務

は役務により外注し、播種などの精密さを要する業務は技術支援室職員が担当するなど、業務

を適切に仕分けることにより、業務量の増加に対応することができた。一方、第１期では役務

による外注化が行われていなかった観音台地区では、栽培用ポット等の使用済み農業資材の洗

浄を19年度から役務として実施し、契約職員の雇用に偏っていたアウトソーシングの幅を広げ

ることができた。

⑤ 研究支援部門の充実・強化 〔指標１－３－エ〕

研究開発部門をバックアップしつつ、新たな社会要請に対応した研究支援部門の充実・強化

のため、18年度に13室を設置した。すなわち、研究事業の企画・立案や予算計画及び施設整備

計画に関する業務を行う「研究企画調整室」、研究所組織全体及び研究開発部門の評価や研究

職員の研究評価に関する業務を行う「評価室」、情報システムの利用及び管理や情報資料の収

集、整理、提供及び管理に関する業務を行う「情報管理室」、研究所業務に関する報道対応、

催事及びその他情報の発信に関する業務を行う「広報室」、研究者と連携しつつ、遺伝子組換

え研究に関する企画、立案及び調整や関連する情報の収集・提供に関する業務を行う「遺伝子

組換え研究推進室」、研究業務における安全管理に関する業務を行う「安全管理室」、外部研
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究機関等との連携の促進及び技術移転、知的財産権に関する業務を行う「産学官連携推進室」、

農業遺伝資源の配布及び出納やジーンバンク事業の運営に係る連絡調整に関する業務を行う

「生物遺伝資源管理室」、実験用生物の育成管理、調査等に関する業務を行う「技術支援室」、

規程の制定・改廃や安全衛生、福利厚生及び災害補償等の業務を行う「庶務室」、収入及び決

算や経理審査及び検収等の業務を行う「経理室」、物品、役務等の契約や資産管理、建物等の

維持管理等の業務を行う「管理室」、財務、会計その他研究所の業務運営についての監査に関

する業務を行う「監査室」である。

平成21年4月1日に、コンプライアンス・リスク管理体制のさらなる強化を図るため、「監査

室」を「監査・コンプライアンス室」に改編した。他の組織の変更はなかったが、研究職員の

併任配置等で機能の強化を図った。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第２

－３ Ａ グループウェア（情報共有システム）が導入され、所内の情報流

通が一変し、情報共有体制が大きく促進した。技術専門職員は、高

度な技術を要する専門性の高い業務を重点的に実施するなど、業務

の効率化や強化に努めるとともに、役務によるアウトソーシングを

進めた。研究管理支援部門の見直しと要員を重点配備などで、有効

な機能強化が図られた。

４ 産学官連携、協力の促進・強化

中期目標

生物資源の農業上の開発及び利用等に関する基礎的・基盤的研究水準の向上並びに研究

の効率的実施及び活性化のために、国、他の独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民

間等との共同研究等の連携・協力及び研究者の交流を積極的に行う。その際、他の独立行

政法人との役割分担に留意するとともに、円滑な交流システムの構築を図る。

中期計画

①バイオテクノロジー研究の中核機関として、独創的で質の高い農業技術シーズの創出と

研究成果の民間企業等への迅速かつ確実な移転を図るため、共同研究を推進し、人材交

流等による産学官の連携及び協力を強力に実施する。

②社会ニーズに対応した研究開発を図るため、研究開発の初期の段階から民間企業等との

共同研究を行う。

③ジーンバンク事業等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。

④独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う多様な専門知識を融合した総合的

な研究に必要に応じて協力する。

⑤独立行政法人国際農林水産業研究センターが実施する国際共同研究に必要に応じて協力

する。

⑥公立機関、民間企業等からの放射線照射依頼については、積極的に対応する。

⑦関係機関の参加を求めて、相互の連携・協力のあり方等につき意見交換を行う。

【指標１－４－ア】他法人、民間企業等との共同研究、人材交流等による産学官の連携・協力が行われ、その成果が出

ているか。

【指標１－４－イ】農業・食品産業技術総合研究機構の総合的研究や国際農林水産業研究センターの国際共同研究と

の連携は十分に行われているか。

【指標１－４－ウ】放射線照射依頼への対応は十分に行われているか。



（中期実績）

〔指標１－４－ア〕①及び② 共同研究の実施

５年間で実施した共同研究の相手先と件数は、民間企業47件、大学14件、公立試験研究機関

15件、独立行政法人23件等で計99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、特許の国内出願

については18年度が31件の内16件、19年度30件の内6件、20年度50件の内22件、21年度35件の

内19件、22年度35件の内18件が共同研究による成果であった。

５年間で大学等から講習生382名、外来研究員234名を受け入れた。

国際協力事業団(JICA)等から海外研修生83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40名を派遣し、大学との連携を積極的に進めた。

〔指標１－４－ア〕③ ジーンバンク事業等

関係独立行政法人５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36件 微生物12件の国内探索調査 並びに植物延べ21件

微生物２件の海外探索調査を実施し、植物2,208点、微生物404株の遺伝資源を収集した。この

他に受入等により導入を進め、保存点数は植物24.7万点、微生物2.8万点、動物1.1千点、DNA3

2.6万点に達した。また特性評価は５年間で、植物84万点、微生物26,497点、動物3,546点実施

した。

〔指標１－４－イ〕④ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構等との連携

農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）との連携協力については、独法間の協定に基

づく研究協力などを通じて協定研究を実施した。また、同企画調整室とは各種事業の推進方向

などについて情報交換・共同研究の調整等を行った。知的財産センターとは特許等の知財の取

得・管理について、産学官連携センターとは大学・民間との共同研究の実施について情報交換

・連絡調整等を行った。

また、畜産草地研究所と年に１回の動物実験従事者訓練を共同開催した。

〔指標１－４－イ〕⑤ 独立行政法人国際農林水産業研究センターとの連携

国際農林水産業研究センター（JIRCAS）との連携については、20年度より「ササゲ属におけ

るマメゾウムシ類抵抗性系統の探索」協定研究を進めている。

〔指標１－４－ウ〕⑥ 放射線照射依頼

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年間で独立行

政法人から計464回、公立試験研究機関から計92回、大学から計55回、民間・個人から計100回

で、合計711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５品種である。照射を行って

から品種にするまでに10年前後を要するため、照射を行ったのは、５年以上前である。

・カーネーション「ローロレッド」

照射材料：植物体

登録品種名（登録年月日 ：ローロレッド（平成22年3月2日））

登録品種の概要：花弁の色の分布に濃淡無し

（宮崎県からの依頼）

・カーネーション「ローロピンク」

照射材料：植物体

登録品種名（登録年月日 ：ローロピンク（平成22年3月2日））

登録品種の概要：花弁の色の分布が中間帯状

（宮崎県からの依頼）

-　27　-
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・ナシ「静喜水（しずきすい）」

照射材料：植物体

登録品種名（登録年月日）：静喜水（平成21年2月24日）

登録品種の概要：果面の粗滑が滑である。成熟期が早い

（静岡県からの依頼）

・しば「つくば姫」

照射材料：植物体

登録品種名（登録年月日）：つくば姫（平成19年2月20日）

登録品種の概要：ほふく茎が密、葉長短い、葉幅狭い

（茨城県からの依頼）

・アマランサス「ニューアステカ」

照射材料：種子

登録品種名（登録年月日）：ニューアステカ（平成18年7月13日）

登録品種の概要：草丈が低く、花序色が赤い

（（独）農業・食品産業技術総合研究機構からの依頼）

⑦ 県その他、外部研究機関等との連携 〔指標１－４－ア〕

外部研究機関等とセミナーやシンポジウムを共催で開催、または後援で参加し、国内外の各

研究機関との連携・交流を図った。茨城県他外部機関との連携については、筑波研究学園都市

交流協議会に参加し、情報交換等交流を行っている。つくば市内の研究機関等との交流では、

理化学研究所、産業技術総合研究所、農研機構の知財・産学官連携担当部門等と、必要に応じ

て管理・運営方法について情報交換を行っている。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第２

－４ Ａ ５年間で、大学、国立研究機関、民間等と99件の共同研究研究契

約を締結するなど、産学官の連携を進め、その成果として81件の特

許出願につながっていることは評価できる。ジーンバンク事業では、

国内外の探索調査で新たな遺伝資源を収集するとともに、その特性

評価や検索システムの改良等が進められた。放射線照射についても、

５年間で711回の依頼照射が行われたことは評価できる。
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５ 海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化

中期目標

世界の食料・環境問題の効率的な解決に資するための国際的な研究への取組を強化す

る。特に、穀類として初めてイネゲノム全塩基配列を解読した成果を、他の植物の生命現

象の解明及びそれを応用した農林水産業の飛躍的な発展に広く活用していくため、生命科

学分野での国際的イニシアチブの確保、海外研究機関及び国際研究機関との連携を積極的

に推進する。

中期計画

①イネゲノム研究等の成果を基に、国際機関等との包括的研究協定や国際機関が実施する

国際的プロジェクト研究への参画等を通して、国際的な課題の解決への取組を強化する。

②ポスト・イネゲノムシーケンス研究等において国際的優位性を確保するため、ゲノムリ

ソース等の研究開発資源を有効に活用し、中核となって関連国際研究機関や研究者との

連携を強化する。

【指標１－５】国際研究機関や研究者との共同研究、連携強化が十分に行われ、その成果が出ているか。

（中期実績）

①及び② 国際協力、連携 〔指標１－５〕

農業生物資源研究所は、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16年12月にイネゲノムの完全解読を達成した。この成果を

受けて、イネアノテーション計画（Rice Annotation Project、RAP）を組織し、国際協調下で

イネゲノムの全遺伝情報解析に主導的に取り組んできた。毎年、国内外でイネアノテーション

計画会議を開催し、18年度には、12の国と地域、計35研究機関が共同して進めたイネアノテー

ションの結果を論文とデータベースとして公開した。この成果は、イネゲノム情報を利用する

上で極めて重要であり、農林水産研究成果10大トピックスの第７位に選定された。19年度には、

つくばエポカル国際会議場において第５回イネ機能ゲノミクス国際シンポジウムを開催した

（図３）。国内外から過去 多の340名の研究者の参加が得られ、本シンポジウムの開催によ

り、生物研及び我が国のイネゲノム、ポストゲノム研究の 先端研究を世界に示し、国際的イ

ニシアチブの確保に努めた。

図３ 第５回イネ機能ゲノミクス国際シンポジウム

（つくば市、平成19年10月15日～17日）
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イネゲノム解読において培った配列解読・情報処理の技術を活かして、ムギゲノム解読に貢

献するため、コムギゲノムとオオムギゲノムの全塩基配列決定のために組織された国際コムギ

ゲノム配列決定コンソーシアム（IWGSC）と国際オオムギゲノム配列決定コンソーシアム（IBG

SC）に参加するとともに、国際協力のもとゲノム解読を進めるための計画について協議を行っ

てきた。コムギについては、IWGSCによる国際共同ゲノムプロジェクトの一環として、横浜市

立大学木原生物学研究所、京都大学、日清製粉(株)、チェコ実験植物学研究所と共同で、産・

官・学国際コンソーシアムを組織し、22年度からコムギ6B染色体DNA解析プロジェクトを開始

した。本格的なゲノム解読は、23年度から開始する予定である。

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、生物研で開発したイネ完全長cDNAやマイクロアレイ

等のゲノムリソースを活用として、国際イネ研究所（IRRI）やフランス農業開発研究国際協力

センター（CIRAD）と共同研究を推進した。また、イネにおいて培った配列解読・情報処理の

技術を活かし、バナナの発現遺伝子やゲノムの塩基配列の解析を分担するともに、耐病性育種

の手がかりになる遺伝子領域の同定に貢献した。

カイコゲノム研究においては、平成18年に生物研を中心とした日本の研究グループと中国の

グループによりそれぞれ独立に全ゲノムの概要解読が行われた。その後、日中それぞれが解読

した配列データを合わせて再アセンブルを行って、平成21年2月に両者を統合した高精度カイ

コゲノム配列を日中双方で、カイコゲノムデータベース（KAIKObase （http://sgp.dna.affrc.

go.jp/KAIKObase/、日本）及びSilkDB（中国））としてウェブ上で公開した。平成22年11月に

は、日本、アメリカ、オーストラリア、フランス、中国、インド等、11カ国の研究者がつくば

に集まって国際シンポジウムとワークショップを開催し、カイコゲノムのアノテーション開始

に向けた検討と準備作業を行った。アノテーションの実施にあたり、日本（生物研）は、リソー

ス（完全長cDNA情報、オートアノテーションデータ）とキューレーションシステムを提供する

こととして準備を進めている。

ブタゲノム研究においては、平成15年9月から国際コンソーシアム（米、英、仏、日本、韓

国、中国、デンマーク等）に参画し、平成18年以降、本格的に全ゲノム解読に取り組み、平成

21年11月に概要解読（約98％）が完了した。生物研は農林水産先端技術研究所と共同で、有用

遺伝子が集中する第６と第７染色体上に位置する、全ゲノムの約1.6%（約4,200万塩基対）に

当たる254個のBACクローンを平均7.92回の繰り返しで解読した。また、ゲノム塩基配列のアノ

テーションを行う際に有用な完全長cDNA配列情報の解読を主導して行い、その成果については

世界 大の「ブタ発現遺伝子情報データベース（http://pede.dna.affrc.go.jp）」（現時点で

完全長cDNA配列情報として13,000個以上）としてWeb上に公開した。

二国間科学技術協力協定では表８のとおり共同研究を実施した。

表８ 二国間科学技術協力協定で実施中の国際共同研究

国名 共同研究・交流 日本側 相手国側 研究期間

事業等の名称 開始年 終了年

フランス 微生物の水素代謝系 農業生物資源研究 ＣＮＲＳマルセイユ 1995 2010

遺伝子機能の解析 所 ・ 昆 虫 科 学 研 究 研究所

領域

米国 昆虫におけるホルモ 農業生物資源研究 カリフォルニア大学 1997 2010

ンの生理活性発現及 所 ・ 昆 虫 科 学 研 究 デイヴィス校

び分解制御機構 領域

ハ ン ガ 微生物の水素代謝機 農業生物資源研究 セゲッド大学 2005 2015

リー 能の解明と利用 所 ・ 昆 虫 科 学 研 究

領域
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MOU（研究覚書）については、表９のとおりであり、各機関と連携を推進した。

表９ 研究覚書(MOU)リスト

相手国 機 関 名 署名年月日 研 究 課 題 名

～終 期

米国 コーネル大学 17.10.10 研究者交流・共同研究の実施を目的とした包括的

～22.10.9 協定

米国 ミネソタ大学 18.2.9 研究者交流・共同研究の実施を目的とした包括的

～23.2.8 協定

中国 西南大学 18.3.24 カイコゲノム塩基配列情報の統合と解析

～解読終了まで

タイ カセサート大学 18.5.10 マメ科植物に関する共同研究

～23.5.9

スイス シンジェンタ社 18.5.24 低グルテリン水稲 協力契約

～23.5.23

(コンソーシアム) 国際大麦ゲノム解析コン 18.10.6 大麦のゲノム解析に関する国際共同研究

ソーシアム(IBSC) ～解読終了まで

フランス フランス国立農学研究所 18.12.26 昆虫・植物・動物ゲノム科学に関する共同研究

（INRA） ～22.12.25

韓国 大韓民国農村振興庁農 20.5.29 研究協力、アジア地域における農業技術開発の先

業生命工学研究院 ～25.5.28 進機関として連携の強化

オーストラリア 豪州連邦科学産業研究 20.7.1 植物科学研究分野での共同研究

機構（CSIRO） ～25.6.30

コロンビア 国 際 熱 帯 農 業 セ ン タ ー 21.1.22 農学およびバイオテクノロジーに関わる共同研究活

（CIAT） ～26.1.21 動

ドイツ ライプニッツ植物遺伝作 21.12.8 ゲノムの研究を通じた農業および生物科学産業の

物学研究所(IPK) ～25.3.31 ための先進技術の開発

チェコ 科学アカデミー昆虫学研 19.7.20～ 昆虫の絹糸組成と絹遺伝子の同定に関する共同

究所 (22.7.20)更新 研究

～25.7.19

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第２

－５ Ａ イネゲノムの国際コンソーシアムIRGSPやその後のアノテーショ

ン、カイコ・ブタゲノム解析などにおいて多くの海外機関と連携し、

中核的役割を果たしてきた。今後も、コムギ、オオムギ、ダイズや

カイコ以外の昆虫について、ゲノム解読における国際貢献の進展が

期待できる。
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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

【第２期中期目標期間の主要な研究成果】

Ａ アグリバイオリソースの高度化と活用研究

１．イネ染色体断片置換系統群の作出と穂形態形質の遺伝解析（Ａ０１）

［概 要］日本型品種「ササニシキ」の遺伝的背景に多収性インド型品種「ハバタキ」の染色

体断片を置換した系統群を作出し、一穂粒数などシンクサイズに関わる穂形態関連

QTL を多数検出した。各 QTL の効果は小さく、一穂粒数に対して独立かつ相加的に

作用することが明らかとなった。この染色体置換系統群の種子は、遺伝子情報と合わ

せてゲノムリソースセンターより分譲している。（19 年度）

Ando T. et al. (2008) Theoretical and Applied Genetics 116: 881-890 (IF 2.715)

２．イネいもち病ほ場抵抗性遺伝子pi21の単離同定（Ａ０１）

[概 要］いもち病ほ場抵抗性遺伝子 pi21 を単離し、既知の抵抗性遺伝子とは異なる構造と機

能を持つこと、この遺伝子は我が国の陸稲など、ごく一部のイネのみが持つことを明

らかにした。また、pi21 は食味の低下に関係する遺伝子のごく近い位置にあることを

明らかにし、DNA マーカー選抜による pi21 を持つ極良食味の新品種「ともほなみ(中

部 125 号)」の育成に貢献した。（21 年度）

Fukuoka S. et al. (2009) Science 325: 998-1001 (IF 28.103)
「イネいもち病罹病性遺伝子 Pi21 および抵抗性遺伝子 pi21 ならびにそれらの利用」

(特開 2007-6711)
稲 第 24013 号「ともほなみ」（系統名中部 125 号）登録出願

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈21 年度 第 1 位〉

本成果は「普及に移しうる成果」に選定された。このほか、同様な DNA マーカー

選抜による育種により、コシヒカリに耐倒伏性の形質を導入したコシヒカリ「恋しぐ

れ」（平成 20 年登録）、出穂期の異なる形質を導入した極早生のコシヒカリ関東 HD
１号（平成 21 年登録）、晩生の関東 HD ２号（平成 22 年登録）を育成した。「恋しぐ

れ」は、平成 21 年に 1,700ha の栽培面積があった。

pi21
いもち病抵抗性

強い

強い

強い

悪い

良い

良い

食味

良い弱い

コシヒカリ

食味を悪くする遺伝子

コシヒカリゲノム

中部125号

（ともほなみ）
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さらに、県の農業試験場や他の独立行政法人・大学等との連携により新品種育成に

取り組んでいる。

３．種子着生数を３倍にするオオムギ六条性遺伝子の単離（Ａ０１・Ａ０２）

［概 要］二条オオムギにおいて穂の一部の器官の発達を強制的に抑えている遺伝子の単離に

成功した。この遺伝子はわずか１塩基の突然変異でその機能は失われて抑制が解かれ、

六条になることが明らかとなった。イネ科作物の進化と栽培起源、及び高収量性の観

点から画期的な発見である。(18 年度)

Komatsuda T. et al. (2007) Proceedings of National Academy of Sciences of United States
of America (以下 PNAS と略す) 104: 1424-1429 (IF 10.231)

「オオムギ条性遺伝子とその利用」（特開 2007-159479）

［特記事項］PNAS の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評価を受けた。

本成果のように、イネゲノム情報を利用してオオムギ、コムギやバイオマス作物と

してのソルガム等の重要なイネ科作物の有用遺伝子単離の推進、知財の確保、育種へ

の展開が行われている。

農業生物資源研究所

いもち病抵抗性（愛知県、宮城県、山形県、富山県）：種苗登録（富山BL7号）

トビイロウンカ抵抗性（佐賀県）：種苗登録（関東BPH1号）

耐冷性（宮城県、青森県、北海道）

直播適性（低温発芽性）（福島県、北海道）

良食味（作物研究所、福井県）

多収性（東京農工大学、作物研究所）

紋枯病抵抗性（富山県）

コシヒカリ早生（高知県、沖縄県）

植物ホルモン・代謝産物（理化学研究所）

カドミウム吸収（農業環境技術研究所、岡山大学）

耐乾性（国際農林水産業研究センター）

六条二条

穂発芽性遺伝子赤カビ病

抵抗性遺伝子

出穂期制御遺伝子
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４．イネ栽培化の鍵となった脱粒性抑制遺伝子を同定（Ａ０１・Ａ０２）

［概 要］ジャポニカ品種｢日本晴｣とインディカ品種｢カサラス｣間に見出された QTL のひと

つである qSH1 遺伝子を単離し、日本等で栽培されているイネ品種の栽培化に必須で

あった脱粒性の喪失過程の鍵となったと思われる DNA 変異を同定した。世界の多く

の人が主食としているインディカ型イネの収量増加に貢献することが期待できる。（18
年度）

Konishi S. et al. (2006) Science 312: 1392-1396 (IF 30.927)

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈18 年度 第 8 位〉

Science の論文は「FACULTY of 1000」において exceptional の評価を受けた。

本成果は、イネゲノム研究の成果をもとにした遺伝子単離から進展した研究の１例

であるが、この他多くの農業上重要な遺伝子の単離が加速し、特許化による知財権の

確保も行っている。

イネゲノム研究の成果－単離及び機能解明された主な遺伝子－

（参考のため平成17年度以前の成果を含む）

Hd1,  出穂期 Plant Cell (2000)
Hd6,  出穂期 PNAS (2001)
Hd3a, 出穂期 PCP (2002)

Ehd1, 出穂期 Genes Dev (2004)
Ehd2, 出穂期 Plant Physiol (2008)

Xa1, 白葉枯病抵抗性 PNAS (1998) 
Pib, いもち病抵抗性 Plant J (1999)
OsRac1, 病害抵抗性 PNAS (2006)
WRKY45,いもち病・白葉枯病抵抗性

Plant Cell (2007)
RACK1A,病害抵抗性 Plant Cell (2008)
pi21, いもち病抵抗性 Science (2009)

qSH1, 脱粒性 Science (2006)
Gn1, 種子数 Science (2005)

d1,  草丈 PNAS (1999)
d11, 草丈 Plant Cell (2005)

Lsi1, Lsi2, ケイ酸吸収
Nature (2006) (2007)

Lsi6, ケイ酸吸収
Plant Cell (2008)

LOG, 茎数 Nature (2007)

gid1, ジベレリン反応 Nature (2005) 
gid2, ジベレリン反応 Science (2003)

Spl7, 高温ストレス耐性 PNAS (2002)
qUVR10, 紫外線耐性 Genetics (2005)

OsDREB1A-D, OsDREB2A,
乾燥、塩害、低温耐性 Plant J (2003)

qSW5, 粒幅 Nat genet (2008)

オオムギ
vrs1 条性 PNAS (2007) 
Nud 皮裸性 PNAS (2008)
Cly1 閉花性 PNAS (2010) 

ほか Arabidopsis, Nicotiana からも単離

PAIR1, 減数分裂 Plant Cell (2004) 
MEL1, 生殖細胞形成 Plant Cell (2007)
MSP1, 生殖細胞分化 Plant Cell (2003)

OsGA2ox1, 草型
Nature Biotech (2003)

OsBR6ox, ブラシノステロイド生合成
Plant Physiol (2002)

P450, ジベレリン生合成
Plant Physiol (2004)

qLTG3-1, 低温発芽性 PNAS (2008)

POLLUX, CYCLOPS,
菌根菌共生Plant Cell (2008)

RMS, 細胞質雄性不稔 PNAS (2009)

SSI, SSIII, デンプン合成
Plant Physiol (2006, 2007)

SNORKEL1, SNOKEL2, 
エチレン反応 Nature (2009)

Sｄｒ４, 穂発芽 PNAS (2010)

イネ以外では

日本晴

NIL (qSH1)

縦断切片 枝梗断面 枝梗断面(拡大）

qSH1遺伝子は離層形成に必須である
NIL(qSH1)はカサラスのQTL領域断片を持った日本晴

背景の準同質置換系統

日本晴とカサラスの交雑後代(Ｆ２集団)を

用いたＱＴＬ解析
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５．「コシヒカリ」の全ゲノム塩基配列解読（Ａ０１）

［概 要］日本で も重要なイネ品種「コシヒカリ」の全ゲノム塩基配列を解読し、「日本晴」

塩基配列との比較により、67,051 か所の一塩基多型（SNP）を検出した。この情報を

用いて品種改良の歴史において重要な 151 品種の 1,907 か所の SNP を調査し、コシヒ

カリゲノムの起源を明らかにした。（22 年度）

Yamamoto T. et al. (2010) BMC Genomics 11: 267 (IF 3.759)

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈22 年度 第 5 位〉

古くからの在来種に由来するゲノムの領域を特定し、近年の良食味品種のゲノムは

「コシヒカリ」と類似していることが明らかとなった。同定した多数の SNP は、日

本の栽培イネを高精度で識別するトレーサビリティーに貢献するほか、今後のゲノム

育種に活用できる。現在「コシヒカリ」のおいしさを決める遺伝子の単離を進めてい

る。

６．イネ穂発芽耐性遺伝子Sdr4の単離（Ａ０１・Ｂ１１）

［概 要］イネの穂発芽耐性遺伝子 Sdr4 を単離し、Sdr4 が種子の発達過程で休眠性を誘起す

る因子であることを明らかにした。多様なイネ品種の発芽率と Sdr4 の塩基配列を比

較した結果、Sdr4 は休眠性の決定に重要な役割を果たしていることが示唆された。

（22 年度）

Sugimoto K. et al. (2010) PNAS 107: 5792-5797 (IF 9.432)

７．コメの粒幅を大きくしたDNA変異の同定とイネ栽培化における役割の解明（Ａ０２）

［概 要］イネの粒幅を決める遺伝子のひとつ qSW5 を単離し、日本晴が qSW5 の欠失変異に

より、収量性が増加することを明らかにした。また、その欠失の有無を各種イネ在来

品種で調べ、他の栽培化関連変異の分布と比較することでこの変異の栽培化における

貢献を明らかにした。5 個の栽培化関連遺伝子に関して、古代人による選抜を受けた

遺伝変異の在来品種の分布から、ジャポニカイネの起源・形成過程に関して、新しい

説を提唱した。（20 年度）

Shomura A. et al. (2008) Nature Genetics 40: 1023-1028 (IF 25.556)
Konishi S. et al. (2008) Plant and Cell Biology 49: 1283-1293 (IF 3.654)
Izawa T. et al. (2008) Nature Genetics 40: 1264-1266 (IF 25.556)

森多早生 亀の尾4号

朝日上州 銀坊主 上州

森多早生

朝日

森多早生 亀の尾4号亀の尾4号陸羽20号（愛国）
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あきたこまち (8 0.0%)
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［特記事項］本成果は「普及に移しうる成果」として選定され、22 年度に調査を行ったと

ころ、B 評価（近い将来普及活用が見込まれる）となった。インディカ品種由来の飼

料イネ等のシンクサイズ向上を狙った品種改良が可能になる。

８．オオムギの閉花性遺伝子の発見と機能解明（Ａ０２）

［概 要］オオムギの赤かび病抵抗性向上に有効な閉花遺伝子の同定に成功し、開花に必須な

遺伝子 Clyl の中の 1 塩基の変異により閉花性になることを明らかにした。また、こ

の変異により、マイクロ RNA による切断が起らなくなり、Clyl の機能が維持される

ことが閉花性の原因となっていることを明らかにした。（21 年度）

Nair S.K. et al. (2010) PNAS 107: 490-495 (IF 9.380)
「植物の開花性／閉花性を支配する遺伝子およびその利用」(特願 2009-239162)

９．イネの遺伝子発現データベースRiceXProの開発・公開（Ａ０２）

［概 要］ゲノムが解読されたイネの全遺伝子の発現情報を田植えから刈取りまで全生育過期

間について詳細に解析、データベース化し、全世界に公開・発信した。本データベー

スは、作物の中で も正確かつ情報量の多い遺伝子発現データベースである。（22 年

度）

Sato Y. et al. (2011) Nucleic Acids Research 39: D1141-1148 (IF 7.479)
Sato Y. et al. (2011) BMC Plant Biology 11: 10 (IF 3.774)

［特記事項］本データベースでは、キーワード

などを用いた検索機能によって、イネの全

遺伝子がどの器官・組織、あるいはどの生

育ステージで発現しているかを容易に調べ

ることができる。

イネの遺伝子発現情報は、イネだけでな

くオオムギ、コムギ等のイネ科作物の研究

を加速し、新品種の開発につながると期待

される。

RiceXPro（http://ricexpro.dna.affrc.go.jp/）

１０．BAC末端塩基配列を利用したカイコSNP連鎖地図構築（Ａ０３）

［概 要］カイコ BAC クローン約８万の両末端塩基配列解析した。その情報を元にカイコ品

種 p50T と C108T 間で検出した一塩基多型（SNP）を利用し、BAC をマーカーとした

高密度の SNP 連鎖地図を構築した。（18 年度）

Yamamoto K. et al. (2006) Genetics 173: 151-161 (IF 4.289)

１１．カイコゲノム統合地図（Ａ０３）

［概 要］ 1,755 個の BAC マーカーをマップした高密度 BAC マーカー連鎖地図を作成した。

BAC クローン約 8 万個のフィンガープリントから BAC コンティグを作成し、BAC
マーカーを用いて連鎖地図に貼付け、染色体の 76%を BAC クローンでカバーするカ

イコゲノム統合地図を作成した。（19 年度）
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Yamamoto K. et al. (2008) Genome Biology 9: R21 (IF 7.172)
Suetsugu Y. et al. (2007) BMC Genomics 8: 314 (IF 4.029)

１２．日中ゲノムデータ統合による高精度カイコゲノム塩基配列の決定（Ａ０３）

［概 要］日中のホールゲノムショットガンデータを統合することによって得られたカイコゲ

ノムの 8.5 倍量の塩基配列断片をアセンブルすることで平均長が 3.7Mb のスキャホル

ド（再構成されたゲノム配列）が得られた。このスキャホルドを分子マーカーを利用

して染色体にマップし、染色体の 87%を塩基配列情報でカバーすることができた。(20
年度）

KAIKObase

(http://sgp.dna.affrc.go.jp/KAIKObase/)

［特記事項］カイコゲノム塩基配列情報は、地図情報や発現遺伝子情報等とともに統合化デー

タベース KAIKObase を構築して公開し、５年間で 760 万回以上のアクセスがあった

（検索エンジンによるアクセスを除く）。KAIKObase を利用したポジショナルクロー

ニングにより、ウイルス抵抗性、Bt 菌毒素抵抗性、繭色、卵色等の数多くの遺伝子

単離が行われた。また今後は、鱗翅目農業害虫等の比較ゲノム解析により、害虫の制

御剤開発等への利用が期待されている。

１３．カイコ・エンハンサートラップ系統の開発とデータベースの構築（Ａ０３・Ｃ１３）

［概 要］カイコのポストゲノム研究におけるリソースの開発と利用のために、トランスポゾ

ンを用いたエンハンサートラップ法を開発し、新規突然変異系統を多数作出した。ま

た、エンハンサートラップ系統情報のデータベース(Bombyx Trap DataBase)を作成し、

KAIKObase と統合して公開した。新規遺伝子の網羅的探索と導入遺伝子の発現制御

により、遺伝子の機能解明に貢献している。（20 年度）

Uchino K. et al. (2008) Insect Biochem. Mol. Biol. 38: 1165-1173 (IF 2.827)

Insect Biochemistry and Molecular Biol

ogy (2008)にカイコゲノム特集号の巻頭及

び関連の13論文を掲載
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１４．DNAマーカーアシスト導入法による高肉質豚の作出（Ａ０４）

［概 要］金華豚とデュロック種の交雑家系における QTL 解析により肉の柔らかさに関与す

る QTL が検出され、金華豚由来の対立遺伝子が肉をより柔らかくする効果を持つこ

とが認められた。この QTL 領域を対象として、連続的な戻し交配と DNA マーカーに

よる個体選抜に基づくマーカーアシスト導入法により、金華豚型のゲノムをデュロッ

ク種に導入して高肉質の豚を作出した。（18 年度）

※ 剪断力価：食肉の固さ（柔らかさ）を示す指標

［特記事項］本成果は「普及に移しうる成果」として選定され、22 年度に調査を行った。

本系統は銘柄豚「フジキンカ」と命名され、平成 22 年 2 月に静岡県中小家畜研究セ

ンターから種豚生産農場へ原産豚が売り払われ、そこから生産農家に種豚供給が行

われている。

同様の手法では、このほか、岐阜県と連携して、「霜降り」に関連する２ヶ所の

遺伝子座を DNA マーカーで固定し、「霜降り」割合が約２倍になる遺伝能力を有す

るデュロック種系統豚「ボーノブラウン」の造成に成功した。国内養豚農家に向け

た人工受精用精液の販売が開始され 22 年度までに 6,000 本以上の販売実績がある。

さらに、公立試験研究機関や民間との連携して、DNA マーカー育種研究を推進し、

新たに高品質な系統造成豚の作出に取り組んでいる。

BC１ BC2 ×

××××

Ｄ Ｄ Ｄ

Ｆ１

BC3個体間の交配

BC3F2

BC3 ♂

BC3 ♀

剪断力価QTL近傍のDNAマーカー遺伝子型による選抜

剪断力価QTLにおいて金華豚

アリルをホモにもつ個体

デュロック種（D)

金華豚（J)

BC１ BC2 ×

××××

Ｄ Ｄ Ｄ

Ｆ１Ｆ１

BC3個体間の交配

BC3F2

BC3 ♂

BC3 ♀

剪断力価QTL近傍のDNAマーカー遺伝子型による選抜

剪断力価QTLにおいて金華豚

アリルをホモにもつ個体

デュロック種（D)

金華豚（J)

Bombyx Trap DataBase (http://sgp.dna.affrc.go.jp/ETDB/)
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１５．ブタ完全長cDNA配列10,147個の解読とそのデータベースの構築（Ａ０４）

［概 要］ブタの 15 種類の組織・細胞に由来する完全長 cDNA ライブラリーを用いて、約 16
万個のクローンから EST を取得した。さらに代表的なクローンを抽出し、5,600 個以

上の遺伝子に相当する 10,147 個の完全長 cDNA 配列の決定を行い、データベースを

構築した。（18 年度）

Uenishi H. et al. (2007) Nucleic Acids Research 35: D650-D653 (IF 7.552)

１６．ブタの椎骨数を決める遺伝子の同定（Ａ０４）

［概 要］ブタの椎骨数に関与する量的形質遺伝子座（QTL）に位置する遺伝子が核内受容体

Germ Cell Nuclear Factor (NR6A1)であることを明らかにした。NR6A1 には QTL タイ

プに対応するアミノ酸置換があり、コリプレッサーとの結合能を変化させた。また体

節形成期のマウス胚において、椎骨のもととなる体節内での NR6A1 の発現が認めら

れた。椎骨数が増大すると体長が伸び、産肉性、繁殖性が良くなることから、これを

支配する遺伝子の多型によってブタの選抜育種が可能になる。（19 年度）

Mikawa S. et al. (2007) Genome Research 17: 586-593 (IF 10.256)
「ブタ椎骨数増大能力を識別する DNA マーカー」（特開 2006-101871）

１７.ブタゲノム塩基配列の概要解読完了（Ａ０４）

［概 要］農業生物資源研究所、米イリノイ大学、英サンガー研究所などの国際研究チームは、

ブタゲノムの約 98%の概要解読を完了した。DNA 情報を用いた良質で病気に強いブ

タ育種の加速化や、医療用実験モデル動物としてのブタの開発促進に役立つ。

（21 年度）

＜筋肉内脂肪含量＞
一般的な豚肉 3.1±0.7(%)
ボーノブラウン 6.0±1.3 (%)

一般的な豚肉 ボーノブラウン
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Archibald A.L. et al. (2010) BMC Genomics 11: 438 (IF 3.759)

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈21 年度 第 4 位〉

これに関連して開催した公開シンポジウム「ブタゲノム解読が拓く新たな世界－

期待される食と医への貢献－」（平成 21 年 11 月 27 日）は多くの参加者があり、医療

用モデルブタの開発など今後の実用化に向けた研究の発展への期待が寄せられた。

１８．イネゲノム全塩基配列の詳細なアノテーション構築（Ａ０６）

［概 要］イネゲノムのアノテーションを国際協調下で実行し、29,550 の遺伝子座を決定した。

これらの遺伝子の機能を推定し、専門家の精査を経た結果を公開した。これは今後の

イネ研究にとって も基本的な情報解析基盤となる。（18 年度）

Itoh et al.(2007) Genome Research 17: 175-183 (IF 10.139)
Rice Annotation Project (2008) Nucleic Acids Research 36: D1028-D1033 (IF 6.317)

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈19 年度 第 7 位〉

イ ネ ゲ ノ ム ア ノ テ ー シ ョ ン シ ス テ ム の デ ー タ ベ ー ス （ RAP-DB:
http://rapdb.dna.affrc.go.jp/）は、年約 100 万ページの利用がある。

１９．イネいもち病菌EST配列を用いた高精度遺伝子同定とデータベース構築（Ａ０６）

［概 要］イネいもち病菌の EST を 35,189 配列解読し、その配列を用いて 4,155 の遺伝子情

報を詳細に決定した。解読した EST 配列、決定した遺伝子座及び関連解析の結果は

データベースに格納し、ウェブサイトを通して公開している。（20 年度）

Numa et al. (2009) FEBS letters 583: 797-800 (IF 3.263)

・日本の貢献：
有用遺伝子の多い第6・7染色体

のBAC：254クローンの高精度解読

アノテーションに有効な完全長ｃDNA解読中
目標：ブタ発現遺伝子約15,000個（50％以上）

→ 世界最大のブタ発現遺伝子
DBを構築・公開

２２年度には2,000万件以上のアクセスを記録

PEDE：http://pede.dna.affrc.go.jp 参加者：220人、内民間企業71名

国際ｺﾝｿｰｼｱﾑ代表
Schook教授 挨拶
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Ｂ ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発

１．窒素の有効利用に重要な役割を担うイネ独自の代謝経路の発見（Ｂ１２）

［概 要］イネは緑葉で働く特有の酵素を持つことを見いだした。本酵素は水田のような湛水

環境に適応するための酵素であり、肥料三要素のひとつである窒素の利用に重要な役

割を担うことを明らかにした。（22 年度）

Masumoto C. et al. (2010) PNAS 107: 5226-5231 (IF 9.432)

［特記事項］PNAS の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評価を受けた。

２．開花期を制御するためにイネが持つ正確な日長認識機構の解明（Ｂ１２・Ａ０１）

［概 要］イネは、季節変化に伴うわずか 30 分の日の長さ（日長）の違いを認識する精度

で、開花期（出穂期）制御に必須な開花誘導ホルモンであるフロリゲン遺伝子の

発現を制御できることを明らかとした。この日長認識は、体内時計が開花を促進

する働きを持つ遺伝子と開花を抑制する働きを持つ遺伝子を日長に応じて使い分

けることにより可能となる。（22 年度）

Itoh H. et al. (2010) Nature Genetics 42: 635-638 (IF 34.284)

３．イネの誘導抵抗性に関わる転写因子WRKY45の発見とその利用（Ｂ１３）

［概 要］イネにおいて抵抗性誘導剤ベンゾチアジアゾール（BTH)の作用に必須の役割を担

う転写因子 WRKY45 を見出し、この転写因子を過剰発現させたイネが、いもち病及

び白葉枯病に極めて強い抵抗性を示すことを明らかにした。（19 年度）

Shimono M et al. (2007) The Plant Cell 19: 2064-2076 (IF 9.868)
「転写因子遺伝子の導入による植物の病害抵抗性の改良」（特願 2007-517912）

WRKY45-ox（WRKY45過剰発現イネ）は、い

もち病抵抗性(A)及び白葉枯病抵抗性(B)

を示す。いもち病抵抗性は極強の抵抗性

品種‘戦捷’より強い(C)。
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［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈19 年度 第 1 位〉

WRKY45 を多収性飼料用イネ品種に導入・強化して複合病害抵抗性を付与し、無農

薬粗放栽培が可能な実用品種の作出を進めている。

４．DNAメチル化により遺伝子発現が活性化される新たな分子機構の発見（Ｂ１３）

［概 要］DNA メチル化は遺伝子サイレンシング誘導に重要な役割を果たす。本研究では、DNA
メチル化が遺伝子サイレンシングとは逆に遺伝子発現の活性化にも関わっていること

を初めて示した。遺伝子制御技術への応用や生物の進化への寄与が考えられる。

（20 年度）

Shibuya K. et al. (2009) PNAS 106: 1660-1665 (IF9.598)
Kapoor M. et al. (2005) The Plant Journal 43: 649-661 (6.969)
「遺伝子導入によって内在性遺伝子を活性化する方法」（特開 2008-92947）

５．イネ穂いもち圃場抵抗性遺伝子Pb1の単離と遺伝子進化過程の解明（Ｂ１３）

［概 要］イネ穂いもち圃場抵抗性の原因遺伝子Pb1を単離し、遺伝子の構造及び発現特性

から長期間にわたって抵抗性が安定である理由の一端が解明された。また、穂い

もち抵抗性獲得に関わる遺伝子進化の過程を明らかにした。（22 年度）

Hayashi N. et al. (2010) Plant Journal 64: 498-510 (IF 6.946)
「イネ穂いもち圃場抵抗性遺伝子 Pb1 とその利用」WO2010-067801 A1

６．広範な植物病原菌に対して抵抗性を付与するイネの遺伝子を発見（Ｂ１３）

［概 要］イネの遺伝子を発現させたシロイヌナズナをスクリーニングする手法（FOX ハ

ンティング）を用い、複数の病害に対する抵抗性を付与する遺伝子 BSR1 をイネから

発見した。BSR1 は、双子葉植物のシロイヌナズナと単子葉植物のイネの両方で、細

菌病及び糸状菌病に抵抗性を示した。（22 年度）

Dubouzet J.G. et al. (2010) Plant Biotechnology Journal (on line): Early View (IF 4.732)
「広範な病害抵抗性を付与するイネ遺伝子」（特願 2008-217603）

７．神経軸索を介した昆虫脱皮ホルモン生合成制御機構の発見（Ｂ２１）

［概 要］昆虫の脱皮ホルモン生合成の制御に、液性のペプチド性因子だけでなく神経軸索を

介した機構も関与することを解明した。これは、神経投射による脱皮ホルモン生合成

制御機構を分子レベルで解明した初の例である。（18 年度）

Yamanaka N. et al. (2006) PNAS 103: 8622-8627 (IF 10.231)

８．カイコの幼若ホルモン前期生合成酵素遺伝子群の同定と発現解析（Ｂ２１）

［概 要］カイコゲノム情報を利用して幼若ホルモン(JH)生合成前期経路の遺伝子を全て同

定し、ファルネシルピロリン酸シンターゼが３種存在することを見出した。前期遺伝

子の大多数がアラタ体で強く発現しており、またアラタ体での発現レベルと JH 合成

活性の間に一定の相関が認められた。（19 年度）

Kinjoh T. et al. (2007) Insect Biochem. Mol. Biol. 37: 808-818 (IF 2.733)
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９．Krüppel homolog 1 (Kr-h1)遺伝子を介した幼若ホルモンの変態抑制機構（Ｂ２１）

［概 要］コクヌストモドキの Krüppel homolog 1 (Kr-h1)遺伝子が、幼虫形質を維持するため

に必須の因子の一つであることを見出し、幼若ホルモン(JH)は、JH 受容体候補遺伝

子 Methoprene tolerant (Met)を介して Kr-h1 遺伝子の発現を誘導することで幼虫から

蛹への変態を抑制するという、新しい JH の分子作用機構モデルを提唱した。本成果

は、JH 応答配列を利用した制御剤のスクリーニング法の開発につながった。（20 年

度）

Minakuchi C. et al. (2008) FEBS Journal 275: 2919-2931 (IF 3.396)
Minakuchi C. et al. (2009) Developmental Biology 325: 341-350 (IF 4.714)
「幼若ホルモン応答エレメント」（特願 2009-115312）

１０．カメムシ類の新規幼若ホルモン(JHSB3) の同定（Ｂ２１）

［概 要］果樹の重要害虫であるチャバネアオカメムシから、新規な構造を持つ幼若ホルモン

(JH) を同定し、JHSB3 と名付けた。カメムシに特異的な JH の同定は世界初であり、

カメムシ目害虫選択的な昆虫制御剤開発の重要な手がかりとなる。（21 年度）

Kotaki et al. (2009) Organic Letters 11: 5234-5237 (IF 5.128)
「光学活性化合物およびその製造方法、並びに昆虫制御剤」（特願 2008-176363）

１１．新規に同定されたカイコ前胸腺抑制ペプチド受容体（Ｂ２１）

［概 要］カイコの脱皮ホルモン合成を抑制する前胸腺抑制ペプチドの受容体を同定した。前

胸腺における脱皮ホルモン合成は、従来知られていた中枢神経で合成される神経ペプ

チドばかりでなく、末梢の神経分泌細胞で生成される前胸腺抑制ペプチドによっても

制御されることを解明した。害虫防除に有効な受容体分子を標的とした新規の農薬開

発につながることが期待される。（21 年度）

Yamanaka N. et al. (2010) PNAS 107: 2060-2065 (IF 9.380)

１２．トレハローストランスポーター遺伝子の単離と機能解析（Ｂ２２）

［概 要］トレハロースを細胞に大量に蓄積するネムリユスリカという昆虫において、トレハ

ロースを特異的に細胞膜の内外に輸送する遺伝子の単離に世界で初めて成功した。ト

ランスポーター遺伝子を発現させることによって、切り花の花持ちの延長、乾燥に強

い作物の作出等の農業分野の他、細胞や組織の常温乾燥保存法開発による医療等の産

業分野の発展にも貢献することが期待される。（19 年度）

Kikawada T. et al. (2007) PNAS 104: 11585-11590 (IF 9.643)
「トレハローストランスポーター遺伝子及び該遺伝子を利用した細胞内にトレハロー

スを導入する方法」（特開 2007-236211）

１３．ガラス化冷却・超低温保存したブタ体外成熟・受精卵からの産仔作出（Ｂ３１）

［概 要］ブタ卵胞卵を体外成熟・受精後に、超遠心により脂肪滴を偏在化させ、可視化した

前核が 2、3 個の胚発生率の高い卵を選抜し、ガラス化冷却し液体窒素中に超低温保

存後に、加温（融解）して、発情を同期化した他の雌豚に移植することにより正常な

産仔を得た。本成果は、遺伝・育種資源の保存に利用可能な技術である。（20 年度）

Somfai T. et al. (2009) Biology of Reproduction 80: 42-49 (IF 3.670)
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１４．免疫不全マウス体内で成熟させたブタ精子を用い、正常仔豚が誕生（Ｂ３１）

［概 要］仔豚の精巣を免疫不全であるヌードマウスに移植し、その体内でブタの成熟精子を

作出した。これを成熟卵と顕微授精させた後に雌豚に移植し、仔豚を分娩させること

に世界で初めて成功した。本技術は、家畜だけでなく絶滅危惧種や稀少な動物の保存

・利用の基盤技術として利用できる。（21 年度）

Nakai M. et al. (2009) Theriogenology 72: 2-9 (2.073)
Nakai M. et al. (2010) Reproduction 139: 331-335 (IF 3.073)

１５．生殖機能を調節する最上位中枢の制御メカニズムを解明（Ｂ３２）

［概 要］ヤギを実験モデルとし、脳内に存在するキスペプチン神経細胞が動物の生殖機能を

調節する 上位の中枢であり、神経細胞内の特異的なメカニズムで生み出されるパル

ス状の神経信号によって卵子や精子の発育を制御していることを、世界に先駆け明ら

かにした。(22 年度)

Wakabayashi Y. et al. (2010) The Journal of Neuroscience 30: 3124-3132 (IF 7.178)
Maeda K. et al. (2010) Brain Research 1364: 103-115 (IF 2.463)

［特記事項］J. Neurosci.の論文は「FACULTY of 1000」において must read の評価を受けた。

（図の説明）

キスペプチン神経細胞では、細胞

の発火を引き起こすニューロキニン

B（NKB）と発火を止めるダイノルフィ

ン（Dyn）の相反的な作用により脈動

的な神経活動が生み出され、これ

によりキスペプチン(Kiss)がパルス

状に分泌される。

Kissは正中隆起で性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン（GnRH）のパルス状

分泌を誘起し、さらにその情報は、

下垂体で黄体形成ホルモン（LH)に

変換され、卵巣や精巣の活動を調

節する。

１６．イネのキチンオリゴ糖エリシター受容体遺伝子の同定（Ｂ４１）

［概 要］植物病原糸状菌細胞壁成分であるキチンの断片はごく微量でも植物に強い生体防御

応答を誘導する。その受容・認識に関わるタンパク質をイネ細胞膜から精製し、遺伝

子の構造を明らかにした。この遺伝子はイネゲノム中に１コピーのみ存在した。エリ

シターは幅広い病原菌に対する抵抗性を付与することが知られているため、植物に広

範囲な病害抵抗性を付与する新たな戦略を樹立するための基礎的知見となる。（18 年

度）

Kaku H. et al. (2006) PNAS 103: 11086-11091 (IF 10.231)
［特記事項］PNAS の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評価を受けた。
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１７．タンパク質リン酸化酵素（CCaMK）の活性化による根粒の形成（Ｂ４１）

［概 要］CCaMK は根粒の形成に必要なタンパク質リン酸化酵素である。CCaMK が常に活

性状態になっているミヤコグサの変異体では、根粒菌が感染しなくても自発的に根粒

ができることから、CCaMK が根粒形成システムを制御していることが明らかとなっ

た。（18 年度）

Tirichine L. et al. (2006) Nature 441: 1153-1156 (IF 29.273)
［特記事項］Nature の論文は「FACULTY of 1000」において must read の評価を受けた。

１８．トマトモザイクウイルス (ToMV) のゲノム複製を阻害する遺伝子（Ｂ４１）

［概 要］ToMV 抵抗性遺伝子 Tm-1 を持つトマトの細胞抽出液に、試験管内 ToMV RNA 複製

阻害活性を検出し、これを精製することにより Tm-1 遺伝子産物を同定した。さらに

このタンパク質が、ToMV の RNA 複製を司るタンパク質に結合して、その働きを阻

害することを明らかにした。（19 年度）

Ishibashi K. et al. (2007) PNAS 104: 13833-13838 (IF 9.643)
「トバモウイルス抵抗性遺伝子 Tm-1」（特願 2006-094152）

［特記事項］PNAS の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評価を受けた。

１９．根粒菌・菌根菌共通共生遺伝子Cyclopsの同定と機能解析（Ｂ４１）

［概 要］根粒菌・菌根菌の共生に関与する分子メカニズムを明らかにするために、ミヤコグ

サの共通共生遺伝子である Cyclops を同定した。Cyclops はカルシウムスパイキング

の受容に関わる CCaMK と相互作用することで機能すると考えられた。同じ遺伝子が

イネと菌根菌の共生にも働くことが判明し、窒素肥料のいらないイネの開発にも期待

できる。（20 年度）

Yano K. et al. (2008) PNAS 105: 20540-20545 (IF 9.598)

２０．イネの免疫システムをかいくぐるいもち病菌の感染戦略（Ｂ４１）

［概 要］植物には侵入したカビの表面(細胞壁)を認識し攻撃する免疫システムがあるが、い

もち病菌は、イネが認識できないα-1,3-グルカンで自らの表面を覆うことによりイネ

の免疫システムをかいくぐり、感染を可能にしていると考えられる。α-1,3-グルカン

を標的とした防除法により広範囲の病原性カビへの効果が期待できる。（21 年度）

Fujikawa T. et al. (2009) Molecular Microbiology 73: 553-570 (IF 5.213)
「植物に対する微生物の感染を防止又は抑制する方法及び微生物感染抵抗性植物」（特

願 2009-079050）

Cyclops遺伝子に変異があると根粒

菌感染糸は根に侵入できない
左：野生系統、右：cyclops変異系統。

根粒菌

菌根菌
共生
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［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈21 年度 第 10 位〉

２１．タバコマイルドグリーンモザイクウイルスの宿主特異性を決定するメカニズムの一端の

解明（Ｂ４１）

［概 要］タバコの病原体であるタバコマイルドグリーンモザイクウイルス(TMGMV)は、同

じナス科植物であるトマトには感染できない。その原因が、トマト tm-1 タンパク質

の結合により引き起こされる TMGMV 複製タンパク質の機能阻害を含む複数の要因

にあることを明らかにした。本成果は、これまで有効な抵抗性遺伝子が見つかってい

ないウイルスに対しても、非宿主生物種から阻害因子を発見できる可能性を示した。

（21 年度）

Ishibashi K. et al. (2009) PNAS 106: 8778-8783 (IF 9.380)
［特記事項］PNAS の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評価を受けた。

２２．根粒菌の共生窒素固定に必須な宿主マメ科植物遺伝子FEN1 の発見（Ｂ４１）

［概 要］マメ科植物の根粒で特異的に発現する FENl 遺伝子が、共生する根粒菌の窒素固定

酵素(ニトロゲナーゼ)の生合成に必須の役割を果たしていることを明らかにした。共

生窒素固定の制御に関与する宿主遺伝子の機能解明は、マメ科植物と根粒菌の共生に

よる窒素固定を農業生産に有効利用する上で重要な意義を持っている。（21 年度）

Hakoyama et al. (2009) Nature 462: 514-517 (IF 31.434)

タバコマイルドグリーン
モザイクウイルス (TMGMV)

タバコ
（宿主）

トマト
（非宿主）

増殖

可

増殖

不可

トマ ト tm-1
タ ンパ ク質

機能阻害

ウ イルス 複製酵素 複製

タバコtm-1
タンパク質
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Ｃ バイオテクノロジーを活用した新たな生物産業の創出を目指した研究開発

１．遺伝子導入とDNA相同組換えを促進する植物の染色体再凝集の遅延（Ｃ１１）

［概 要］特定の遺伝子の改変を可能にするジーンターゲッティングは、DNA 相同組換え機

構を利用していると考えられている。植物の DNA 複製後の染色体再凝集の遅延は、

遺伝子導入効率と DNA 相同組換え効率を顕著に向上させることを見出した。本研究

で得られた知見は植物の分子育種に貢献できるものである。（18 年度）

Endo M. et al. (2006) The EMBO Journal 25: 5579-5590 (IF 10.053)
［特記事項］The EMBO Journal の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評

価を受けた。

２．計画的な点変異の導入による除草剤耐性イネの作出（Ｃ１１）

［概 要］除草剤(BS)の標的酵素をコードする遺伝子に対して、ジーンターゲッティング手

法を用いて BS 耐性形質を与える点変異を導入し、BS 耐性のイネを作出することに

成功した。また、BS 耐性型遺伝子（酵素）のみを持つイネは、BS に対して高度な

耐性を示すことが明らかとなった。特定の遺伝子に狙いを定めた突然変異育種法とし

て今後活用されることが期待できる。（19 年度）

Endo et al. (2007) The Plant Journal 52: 157-166 (IF 6.565)

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈19 年度 第 10 位〉

３．種子貯蔵タンパク質蓄積変異体esp2米粉の優れた製パン適性（Ｃ１１）

［概 要］タンパク質ジスルフィドイソメラーゼ欠損変異体 esp2 から作製した米粉は伸展性

と可塑性に優れ、米粉パンの材料として作業性がよく生地特性にも優れる。（20 年度）

Onda et al. (2009) PNAS 106: 14156-14161 (IF9.432)
「パン類の製造に適した米粉組成物およびその利用」(特願 2008-058057)
「加工特性に優れた米粉の判別法」(特願 2008-058106)

A B C D       E

野生型(A,D)はBS感受性であるが、

ジーンターゲッティング個体（B,C,D）

はBS耐性を獲得している

イネゲノム中のALS遺伝子とベクター上の

ALS遺伝子間で相同組換えが生じた場合の

み、機能的なBS性ALS遺伝子ができる
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［特記事項］本成果は「普及に移しうる成果」に選定され、22 年度に追跡調査を行った結

果、B 評価（近い将来普及の見込み有り）と判定された。農家に委託栽培し、米粉の

機械化適正の評価を進めている。製粉特性と製パン特性については、食品総合研究所、

作物研究所と協力して分析を進めている。また、収量を安定させるために、コシヒカ

リ、タカナリと交配し、DNA マーカー選抜で esp2 遺伝子の導入を進めている。

４．組換え作物に導入した遺伝子が不活性化されるしくみの一端を解明（Ｃ１１）

［概 要］遺伝子組換え作物において、導入した遺伝子の発現が抑制される現象が知られてい

る。導入した遺伝子の発現抑制には DNA の修飾に加えて、それを覆うヒストンタン

パク質の修飾が必要であるが、この過程を MOM1 タンパク質がつないでいることを

明らかにした。本成果は、遺伝子組換え作物の開発にあたって、不必要な遺伝子の発

現を抑制したり、導入した遺伝子の不活性化を抑制するための技術の開発につながる

ことが期待できる。（21 年度）

Numa H. et al. (2010) The EMBO Journal 29: 352-362 (IF 8.295)
Habu Y., Yoshikawa M. (2010) Plant Signaling & Behavior 5: 724-726

［特記事項］The EMBO Journal の論文は「FACULTY of 1000」において recommended の評

価を受けた。

５．イネ種子を基盤とする経口コレラワクチンの開発（Ｃ１２）

［概 要］コレラワクチンを種子に蓄積する遺伝子組換えイネを開発した。このイネの種子を

マウスへ経口投与した結果、コレラ毒素に対する防御抗体が産生され、下痢の症状が

抑えられたことから、経口コレラワクチンとしてのイネ種子の有効性が明らかになっ

た。本成果は、開発途上国における安価で容易なコレラ感染予防に貢献できると期待

される。（19 年度）

Nochi T. et al. (2007) PNAS 104: 10986-10991 (IF 9.643)

６．RSISを用いた簡便な遺伝子発現抑制法（Ｃ１２）

［概 要］RNA サイレンシングを誘導する配列(RSIS) を標的遺伝子の一部と連結して発現さ

せることによって、小分子 RNA が産生され、それらがトリガーとなって標的遺伝子

の発現を抑制することができた。本手法を用いることで簡便に複数遺伝子の発現抑制

が可能になり、例えば低アレルゲン米などの代謝経路を改変した植物の作成への応用

が期待できる。（21 年度）
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「RSIS を用いた簡便な遺伝子発現抑制法」（特願 2007-8994）

７．血圧調整米の開発（Ｃ１２）

［概 要］高血圧時特異的に血圧降下能を有するノボキニンペプチドを可食部（胚乳）に蓄積

させた遺伝子組換えイネを作出した。この組換え米を先天性高血圧ラットに経口投与

したところ、有意な血圧降下作用を示した。継続投与により必要量が減少し、さらに

有効持続時間が延びることを明らかにした。(22 年度)

Wakasa Y et al. (2011) Plant Biotechnology Journal (in press) (IF 4.732)

［特記事項］ヒトにおいても炊飯米を毎日１回30g程度を摂取することで、血圧を調整でき

ることが期待できる。現在、選抜マーカーに配慮し、良食味の系統に導入された血圧

調整米の開発が進められている。

８．トランスポゾンminosを用いた遺伝子組換えカイコ作出法（Ｃ１３）

［概 要］minos は Tc/mariner 属でゲノム中の塩基配列 TTAA を認識する DNA 型のトランス

ポゾンである。このトランスポゾンを調べた結果、遺伝子組換えカイコを作るための

新たなベクターとして利用できることが分かった。すなわち、このトランスポゾンの

ベクターと転移酵素の mRNA をカイコ卵に注射した結果、多数の遺伝子組換えカイ

コが作出された。導入された外来遺伝子はカイコのゲノム DNA 中に取り込まれ、次

世代に安定して伝わった。（18 年度）

Uchino et al. (2007) Mol. Genet. Genomics 277: 213-220 (IF 2.549)
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９．遺伝子組換えカイコを利用したネコインターフェロンの生産（Ｃ１３）

［概 要］遺伝子組換えカイコを用いてタンパク質生産をより効率的にするため、フィブロイ

ン H 鎖遺伝子を利用した発現ベクターを作成し、ネコインターフェロンの生産を試

みた。このベクターはフィブロイン H 鎖遺伝子の N 末と C 末の配列の間に目的とす

るタンパク質をコードする塩基配列を挿入するという特徴を持ち、目的遺伝子をカイ

コに導入しところ、大量のタンパク質を生産できることが分かった。また、プロテアー

ゼの切断部位を利用することにより、活性の高いネコインターフェロンを調製できる

ことが示された。（19 年度）

Kurihara H. et al. (2007) Biochemical and Biophysical Research Communications 355:
976-980 (IF 2.855)

［特記事項］本成果は、「普及に移しうる成果」に選定され、22 年度に追跡調査を行った結

果、B 評価（近い将来普及の見込み有り）と判定された。当初見込んだ企業は不況の

影響により撤退したが、本研究により作成されたベクターの基本構造と手法は、組換

えタンパク質を生産するための基盤的技術の一つとして活用されている。（株）免疫

生物研究所は、群馬県内の養蚕農家と協力して抗体の生成に使うプロテイン A の生

産を開始した。

１０．遺伝子組換えカイコを用いた蛍光色を持つ高機能絹糸の開発とその利用

（Ｃ１３・Ｃ２２）

［概 要］遺伝子組換えカイコの作出技術を利用して、緑、赤、オレンジ色等の蛍光を持つ絹

糸を始めとして、極細の絹糸、細胞接着性を高めた絹糸を作る実用系統を育成した。

次いで、導入した遺伝子産物の性質を残したまま繭から生糸を繰糸する方法を開発し、

ワンピース、ジャケット等の織物やインテリア用品の試作に成功した。（20 年度）

「外来遺伝子発現カイコ繭の製糸方法及びそれによる製品」（特願 2008-269855）

白色光 蛍光

［特記事項］農林水産研究成果１０大トピックス〈20 年度 第 1 位〉

本成果は、「普及に移しうる成果」に選定され、22 年度に追跡調査を行った結果、B
評価（近い将来普及の見込み有り）と判定された。ドレス等の試作品は各種イベントに

出展し、好評を得ている。さらに実用品種としての改良も進み、県レベルで実証試験を

行っている。
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１１．異業種連携による遺伝子組換え高機能絹糸の製品化（Ｃ１３・Ｃ２２）

［概 要］マニュアル化した遺伝子組換えカイコの大量飼育法により生産した、緑色蛍光絹糸

及び赤色蛍光絹糸を活用して、撚糸会社、織物会社、有名デザイナー及び人形メーカー

による異業種連携により、ウエディングドレス、お色直し用ドレス、内裏雛(雛人形)

など高付加価値製品を作製した。（21 年度）

［特記事項］本成果は「普及に移しうる成果」に選定された。蛍光絹糸等の高機能絹糸は繊

維業界、アパレル業界、ファッション業界において高付加価値シルク製品の素材とし

て有望視されている。今後、大量生産に向け、カルタヘナ法の申請認可を受けるべく

その準備を進めている。

１２．生体防御機能を担うクッパー細胞の簡易連続単離方法の開発（Ｃ１４）

［概 要］肝臓での異物排除や免疫応答を担うクッパー細胞を簡易に繰り返して回収する世界

初の方法を開発した。肝細胞の混合培養系でクッパー細胞を増殖させた後、容器を振

とうし、細胞浮遊液をプラスチックディッシュへ移して短時間培養することで、付着

性の高いクッパー細胞のみを回収する。得られたクッパー細胞は肝臓疾患の病態解明

や治療薬の開発などに大きく貢献する。(22 年度)

Kitani H. et al. (2010) Journal of Immunological Methods 360: 47-55 (IF 2.347)
「クッパー細胞の効率的増殖方法及びその利用」（特願 2010-228639）

１３．組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開発（Ｃ１４）

［概 要］熱変性タンパク質のガラス化技術を応用することで、生体内の結合組織に匹敵する

高密度のコラーゲン線維で形成されるゲル（コラーゲンビトリゲルと命名）を世界に

先駆けて作製した。コラーゲンビトリゲルは、上皮間充織や癌血管などの三次元培養

モデルを容易に作製するための培養担体として有用であるのみならず、薬物送達シス

テムとしても活用できることから、再生医療や創薬の研究発展に寄与する。（20 年度）

Takezawa T. et al. (2004) Cell Transplantation 13: 463-473 (IF 2.497)
Takezawa T. et al. (2007) Journal of Biotechnology 131: 76-83 (IF 2.600)
「磁気付与型ハイドロゲル薄膜」（特願 2006-003468）

［特記事項］本成果は、「普及に移しうる成果」に選定され、22 年度に追跡調査を行った結

果、Ａ評価（普及の実績有り）と判定された。コラーゲンビトリゲル培養担体は、AGC
テクノグラス（株）が製造・販売している。

従来の技術では柔らかく不透明なゲ
ルしか作製できない

組織を再生する培養担体として
は取り扱いが困難

生体内の結合組織に匹敵する強度と
透明性に優れたゲルを作製

ピンセットで扱える組織再生素材
開発に成功

環状ナイロン
膜の支持体

コラーゲンゾル ガラス化ゲル化 再水和

コラーゲン
ビトリゲル薄膜

コラーゲンビトリゲルの作製手順
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【論文の被引用数調査】
平成 13 年 1 月から平成 22 年 12 月（2001 年～ 2010 年）に発表された総数 3,171 の論文（総

説を含む）について、平成 23 年 3 月 31 日現在の被引用論文数を Scopus(Elsevier, USA)により

調査したところ、トータルで 43,192 回であった。2006 年～ 2010 年の各年次において、その年

から過去５年間に発表した論文を、同じく過去５年間に出した論文の被引用件数で割った、直

近５年の１論文当たりの被引用件数の平均は 2.51 であった。

2001 年以降の論文で 100 回以上引用された論文は 53 報、30 回以上引用された論文は 353 報

であり、30 回以上引用された論文のうち、2005 年以前に発表された論文が 291 報（82.4 ％）

と第２期中期目標期間以前に発表された論文の割合が高かった。例えば、2001 年に発表され

た論文 156 報の１報当たりの平均被引用回数は 31.63 と高く、2010 年のみでも 466 回引用され

るなど長期間にわたって引用されている論文が発信されていることがわかった。第２期中期目

標期間中に発信された論文においても、今後、引用による知的貢献等を通じて多方面にわたる

社会への貢献がなされることが期待できる。

図 2001年～2010年の各年次に発表した論文（年次の下の括弧内は発表論文数）の平成23年

3月31日現在の平均被引用総数

生物研が中心となって行った代表的な論文を被引用件数の多い順に以下に示す。ゲノム研究

を中心とする基盤的研究成果が多いことは、生物研の特徴であるといえる。

［ ］内赤数字は被引用論文数、青字は特記事項等

［935］ International Rice Genome Sequencing Project (2005) The map-based sequence of the rice
genome Nature 436: 793-800 （H16 主要成果）

［468］ Kikuchi, S. et al. (2003) Collection, mapping, and annotation of over 28,000 cDNA clones from
japonica rice: The rice full-length cDNA consortium Science 301: 376-379 （H15 の主要成果、

2003 年農林水産研究成果 10 大トピックス）

［343］ Sasaki, T. et al. (2002) The genome sequence and structure of rice chromosome 1 Nature 420:
312-316（H13,H14 主要成果、2002 年農林水産研究成果 10 大トピックス）

［262］ Mita, K. et al. (2004) The genome sequence of silkworm, Bombyx mori DNA Research 11:
27-35（H15 主要成果、2004 年農林水産研究成果 10 大トピックス）

［247］ Kojima, S. et al. (2002) Hd3a, a rice ortholog of the Arabidopsis FT gene, promotes transition
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to flowering downstream of Hd1 under short-day conditions Plant and Cell Physiology 43:
1096-1105

［185］ Takahashi, Y. et al. (2001) Hd6, a rice quantitative trait locus involved in photoperiod
sensitivity, encodes the α subunit of protein kinase CK2 Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 98: 7922-7927

［175］ Miyao, A. et al. (2003) Target site specificity of the Tos17 retrotransposon shows a preference
for insertion within genes and against insertion in retrotransposon-rich regions of the genome
Plant Cell 15: 1771-1780

［172］ Notsu, Y. et al. (2002) The complete sequence of the rice (Oryza sativa L.) mitochondrial
genome: Frequent DNA sequence acquisition and loss during the evolution of flowering plants
Molecular Genetics and Genomics 268: 434-445（H14 主要成果、2002 年農林水産研究成果 10
大トピックス）

［151］ Mita, K. et al. (2003) The construction of an EST database for Bombyx mori and its application
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100:
14121-14126（H16 主要成果）

［150］ Wu, J. et al. (2002) A comprehensive rice transcript map containing 6591 expressed sequence
tag sites Plant Cell 14: 525-535（2002 年の Nature とともに H14 主要成果）

［146］ Imaizumi-Anraku, H. et al. (2005) Plastid proteins crucial for symbiotic fungal and bacterial
entry into plant roots Nature 433: 527-53（H16 主要成果）

［137］ Kaku, H. et al. (2006) Plant cells recognize chitin fragments for defense signaling through a
plasma membrane receptor Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America 103: 11086-11091（H18 主要成果）

［132］ Handa, H. (2003) The complete nucleotide sequence and RNA editing content of the
mitochondrial genome of rapeseed (Brassica napus L.): Comparative analysis of the mitochondrial
genomes of rapeseed and Arabidopsis thaliana Nucleic Acids Research 31: 5907-5916（H15 主

要成果）

［130］ Konishi, S. et al. (2006) An SNP caused loss of seed shattering during rice domestication
Science 312: 1392-1396（H18 主要成果、2006 年農林水産研究成果 10 大トピックス）

［130］ Fukuda, A. et al. (2004) Function, intracellular localization and the importance in salt tolerance
of a vacuolar Na+/H+ antiporter from rice Plant and Cell Physiology 45: 146-159（H15 主要成

果）

［128］ Elsik, C.G. et al. (2009) The genome sequence of taurine cattle: A window to ruminant biology
and evolution Science 324: 522-528（2009 年農林水産研究成果 10 大トピックス）

［125］ Doi, K., Izawa, T. et al. (2004) Ehd1, a B-type response regulator in rice, confers short-day
promotion of flowering and controls FT-like gene expression independently of Hd1 Genes and
Development 18: 926-936

［123］ Ooka, H. et al. (2003) Comprehensive analysis of NAC family genes in Oryza sativa and
Arabidopsis thaliana DNA Research 10: 239-247

［123］ Kikuchi, K. et al. (2002) Successful piglet production after transfer of blastocysts produced by a
modified in vitro system Biology of Reproduction 66: 1033-1041（H13 主要成果）

［119］ Hirochika, H. (2001) Contribution of the Tos17 retrotransposon to rice functional genomics
Current Opinion in Plant Biology 4: 118-122（総説）

［118］ Shibuya, N., Minami, E. (2001) Oligosaccharide signalling for defence responses in plant
Physiological and Molecular Plant Pathology 59: 223-233（総説）

［105］ Tirichine, L. et al. (2006) Deregulation of a Ca2+/calmodulin-dependent kinase leads to
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spontaneous nodule development Nature 441: 1153-1156（H18 主要成果）

［103］ Yano, M. et al. (2001) Genetic control of flowering time in rice, a short-day plant Plant
Physiology 127: 1425-1429（総説）

［97］ Matsuoka, M. et al. (2001) Molecular engineering of C4 photosynthesis Annual Review of Plant
Biology 52: 297-314（総説）

［96］ Izawa, T. et al. (2003) Comparative biology comes into bloom: Genomic and genetic comparison
of flowering pathways in rice and Arabidopsis Current Opinion in Plant Biology 6:
113-120（総説）

［94］ Asano, T. et al. (2002) Construction of a specialized cDNA library from plant cells isolated by
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Plant Cell 16: 967-976（H15 主要成果）



- 55 -

【実施許諾された主な特許】

第２期中期目標期間中（平成 18 ～ 22 年度）において実施許諾のあった特許 44 件のうち、

実施許諾収入のあった主な特許と収入は以下の表の通りである。

例えば、特許登録番号 4117370（H20.5.2）「プライマー配列」は、民間企業や社団法人等へ

実施許諾を行い、飼料中の反芻動物由来成分の検出に用いられ、BSE 問題対応へ貢献した。

【主なデータベースのアクセス数調査】
生物研が作成・公開している各種知的基盤データベースのうち、主なものについて第２期中

期目標期間中（平成 18 ～ 22 年度）におけるアクセス数を以下の表に取りまとめた。これらは

生物研のミッションを担う特色ある成果であり、主に知的貢献として研究成果が社会へ与えた

影響の一端を示す指標となる。

（生物研ホームページ http://www.nias.affrc.go.jp/index.html からのアクセス利用が可能）

18 19 20 21 22(年度)

蚕４８４ 結晶性絹超微粉末を含有する化粧料 特願平１１－１９８２３３ 第３５０５６７７号 129 493 0 0 0

生８８ 単子葉植物の超迅速形質転換法 特願平１１－２０６９２２ 第３１４１０８４号 79 62 62 45 30

生８９ 高能率ゲノム走査法 特願２００１－５２５１９６ 第３５７３１３０号 63 112 163 135 31

蚕４９３ セリシンを大量に生産する蚕品種 特願２０００－０５９２３９ 第３３７４１７７号 0 15 7 36 13

独９ カイコ卵へのポリヌクレオチドの効率的導入方法 特願２００１－２８４９２７ 第４１３２７６０号 75 191 14 35 141

独１３１、
独２３

プライマー配列
特願２００５－１００８８４
特願２００１－３６６１２０

第４１１７３７０号 159 481 117 232 155

独１００
動物細胞の培養坦体と、該培養坦体を用いた動
物細胞の培養方法および移植方法

特願２００３－２９１４１６
特願２００５－５１３０２５

11 33 26 35 0

独９、
独１５１、
独１７７、
独１２４

カイコ卵へのポリヌクレオチドの効率的導入方法
（他３特許で一契約）

特願２００１－２８４９２７ 第４１３２７６０号 0 0 0 689 0

実施料(千円)
整理番号 発明の名称 出願番号 特許番号

データベース等名称 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 総計
遺伝資源
農業生物資源ジーンバンク（以下、3件は内数） 1,590,324 1,941,705 3,888,840 5,507,422 6,516,260 19,444,551
・アズキ・ケツルアズキのSSRマーカー情報 - - - 164,382 9,920 174,302
・日本植物病名データベース - - - 621,392 1,959,572 2,580,964
・蚕糸関係遺伝資源データベース （旧・蚕昆研のコンテンツ） - - - 756,931 424,895 1,181,826
農林水産DNAバンク 40,307,242 24,049,215 32,781,398 61,732,016 45,611,410 204,481,281
イネゲノムリソースセンター (RGRC) 103,220 100,857 100,653 215,512 187,831 708,073
ゲノム情報統合データベース
農林水産生物ゲノム情報統合データベース （AgriTOGO） - - - 121,292 118,992 240,284
イネゲノム
イネアノテーションデータベース（RAP-DB） - 416,162 749,955 1,507,220 1,337,033 4,010,370
イネ遺伝子発現データベース （RiceXPro） - - - - 525,907 525,907
イネ完全長cDNA データベース(KOME) 18,906,067 13,504,915 85,369,238 40,685,278 43,536,441 202,001,939
イネ遺伝子発現データベース （RMOS） - - - 385,184 334,833 720,017
イネゲノム地図統合データベース→
全塩基アノテーションゲノムブラウザー （WhoGA）

- 4,739,764 5,602,661 6,501,627 11,497,591 28,341,643

ミュータントパネルデータベース （Tos17） 895,475 930,950 900,251 895,356 978,702 4,600,734
シスエレメントモチーフ検索 （PLACE） - 165,882 200,390 127,033 123,202 616,507
イネゲノムアノテーションシステム （RiceGAAS） - - - 513,872 336,293 850,165
イネプロテオームデータベース - - - 3,791 2,281 6,072
イネミトコンドリア情報 （RMG information） - - - 7,872 6,810 14,682
インディカ品種カラサスのＢＡＣライブラリーＢＬＡＳＴ検索サイト - - - 19,197 17,066 36,263
イネタンパク構造データベース - - - 18,069 27,782 45,851
昆虫ゲノム
カイコゲノム研究プログラム→カイコゲノム情報データベース（KAIKObase） 11,714,305 - 3,234,712 20,106,140 32,437,908 67,493,065
カイコプロテオームデータベース （KAIKO 2DDB） - 47,068 178,278 183,251 159,062 567,659
カイコcDNA（ＥＳＴ）情報 （KAIKOcDNA） - 756,605 1,176,693 1,163,630 1,729,869 4,826,797
カイコゲノムデータＢＬＡＳＴ検索 （KAIKOBLAST） - 131,377 197,225 237,829 291,329 857,760
カイコゲノムアノテーションデータベース （KAIKOGAAS） - 4,354,837 34,169,687 24,151,454 28,791,469 91,467,447
トビイロウンカＥＳＴ情報 （UNKA(BPH)EST） - 9,741 30,593 36,488 30,298 107,120
家畜ゲノム
ブタ発現遺伝子データベース→ブタcDNA(EST)情報 （PEDE） 7,689,593 7,366,585 5,987,254 9,916,131 21,764,013 52,723,576
ブタのDNA マーカー情報 （Swine Marker Viewer） - 43,978 35,403 31,399 30,147 140,927
その他
比較ゲノムデータベース(SALAD) - - 161,698 182,421 176,053 520,172

作物学データベース - - - - 38,952 38,952

生物内分子の三次元構造データベース （3DMET） - - - 66,546 70,558 137,104

イネいもち病菌発現遺伝子標識（ＥＳＴ）データベース （MgNEST-DB） - - 5,478 17,856 70,533 93,867

イネ白葉枯病菌ゲノムデータベース （Xanthobase） - - - 105,319 95,332 200,651
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【普及に移しうる成果の追跡調査】

過去に選定された「主要な研究成果」の中で、「農業生産」（農林水産業における生産活動

を通した社会への貢献）又は「生物産業」（成果の活用により社会に直接の利便をもたらすこ

とができる産業技術開発への貢献）に分類された成果は「普及に移しうる成果」とし、平成 13
年度に選定された成果から、選定されて６年後までの追跡調査を行った。本調査は 18 年度か

ら 21 年度にかけて農林水産省農林水産技術会議事務局により行われたものであるが、22 年度

にも同様な調査を生物研において自主的に行い、内部評価の過程を経てランクを決定した。ラ

ンクの基準は以下のとおりであり、調査の 終年度の結果の概要を表に示した。

Ａ：経済活動等で活用されている。

Ｂ：近い将来（数年以内）に経済活動等で活用が見込まれる。

Ｃ：現時点で経済活動等で活用されていない（Ｂを除く）。

13-1 マルチプレックスPCR法によるヒメハナカメムシ類５種の簡易識別法
技術開発
農業生産

Ａ 試験研究に技術を活用

13-2 果実採取用桑品種「ポップベリー」 農業生産 Ａ 苗木の販売許諾、生産販売

13-3 セリシン蚕品種「セリシンホープ」
農業生産
生物産業

Ａ
品種特許許諾
組換えカイコでの利用

13-4 エレクトロポレーションによるニワトリ初期胚への外来遺伝子導入
生物産業
技術開発

Ｂ
特許登録と研究での活用の可能
性

13-5 MMPs発現を指標とした卵胞の正常性の判定法
技術開発
農業生産

Ｃ
牛の体外受精による胚作出の拡
大は見込みなし

13-6 全齢人工飼料育蚕における繭糸質低下の原因
技術開発
農業生産

Ｃ
市場調査不足、育種等の蚕糸技
術との連携不足、養蚕業の衰退

13-7 昆虫培養細胞株の短期間樹立技術
生物産業
技術開発

Ａ 試験研究に技術を活用

13-8 ツルアズキ種子に含まれる新規殺虫性化合物
生物産業
技術開発

Ｃ
タイ国での実証試験を行った企業
の撤退

14-1 レーザー切開によるカイコの体液採取法とシステム化
技術開発
生物産業

C
ウイルスによる生産から遺伝子組
換えカイコ利用への転換により撤
退

14-2 カイコ受精卵の長期保存法
農業生産
生物産業

C
冷蔵による2ヶ年保存より、超低温
凍結保存技術の必要性が高い

14-3 ガンマ線照射によるキク花色変異４品種の育成
農業生産
技術開発

B
特許許諾はあるが実施されていな
い

14-4 イオンビームによるキク花色変異６品種の育成
農業生産
技術開発

B
特許許諾はあるが実施されていな
い

14-5 低グルテリン・26ｋＤａグロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育２号」
農業生産
生物産業

Ａ
有限会社への利用許諾契約と種
子生産の開始

14-6 低グルテリン・26ｋＤａグロブリン欠失の水稲新品種候補系統「放育３号」
農業生産
生物産業

Ａ
有限会社への利用許諾契約と種
子生産の開始

15-1 ガンマ線緩照射によるバラの花形および花色突然変異品種の育成 農業生産 B
通常利用権許諾契約でバラ園に
直裁予定

15-2 斑入り観賞用パインアップルの新品種候補「沖縄16号」 農業生産 B 沖縄県の奨励品種、JAで試作中

16-1 リンゴ斑点落葉病に耐病性の突然変異新品種「放育印度」 農業生産 B ウイルスの無毒化処理・検定中

16-2 シルクフィブロインを用いた新規多孔質3次元構造体
技術開発
生物産業

B
企業による工業レベルでの試作製
造装置設置、安全性評価一部終
了

16-3 弾力性と成形性を有するセリシンハイドロゲルの作製
技術開発
生物産業

B
特許審査中、企業2社と共同研究
契約

16-4 機能性を高めたセリシンを生産する蚕品種セリシンフラボの開発
技術開発
生物産業

B
セリシンホープの実用化が進めば
利活用の可能性有り

17-1 名古屋コーチンのDNA識別方法
技術開発
農業生産

Ａ
（５年後）

企業2件、家畜改良事業団で特許
許諾、愛知県で市場調査実施

17-2 カイコ由来の培養細胞を用いた高機能な無血清培養システム
技術開発
生物産業

Ａ
（５年後）

企業による無血清培地の生産販
売、技術を活用した試験研究

18-1 DNAマーカーアシスト導入法による高肉質豚の作出
技術開発
生物産業

Ａ
（４年後）

静岡県で銘柄豚「フジキンカ」と命
名され種豚供給、生産販売開始

19-1 遺伝子組換えカイコを利用したネコインターフェロンの生産 生物産業 B
（３年後）

不況による企業撤退、ベクターは
基盤技術として活用

20-1 コメの粒幅を大きくしたDNA変異の同定とイネ栽培化における役割の解明
知的貢献
農業生産

B
（２年後）

飼料イネ等の収量性改良のマー
カーとして用いられ、現在育種中

20-2 種子貯蔵タンパク質蓄積変異体esp2米粉の優れた製パン適性 生物産業 B
（２年後）

特許出願、農家に委託栽培し適
正評価中

20-3 遺伝子組換えカイコを用いた蛍光色を持つ高機能絹糸の開発とその利用 生物産業 B
（２年後）

特許出願公開、ドレス等の試作品
製作、群馬県で実証試験中

20-4 組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開発 生物産業 A
（２年後）

コラーゲンビトリゲル培養担体は
企業で製造販売中

年度
－

番号
成　果　名

独法
成果分類

事務局又は
自己評価

ランク
（13～16年度

は6年後）

調査最終年度の活用状況
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１ 試験及び研究並びに調査

（１）重点研究領域

新たな中期目標を定めるに当たり、食料・農業・農村基本計画に対応して策定した

「農林水産研究基本計画」に示された研究開発を推進するため、研究所においては、

イネゲノム研究等の成果を活かして、遺伝子情報を含む生物遺伝資源の体系的な整備

を行う「遺伝資源及びゲノムリソースの高度化と活用」、「農林水産生物に飛躍的な

機能向上をもたらすための生命現象の解明」、植物、昆虫、動物等に新形質を付与す

る技術を開発し、次世代型のバイオ産業の創出を支援する「新たな生物産業の創出に

向けた生物機能利用技術の開発」について、研究所として独自性を発揮できる研究を

重点的に実施する。

蚕糸関係の調査及び研究については、養蚕農家戸数及び製糸工場数が減少している

こと、また、絹が従来の繊維利用のみならず、様々な機能性を持つ生体適合性タンパ

ク質素材としての多方面での利用が産業界及び一般消費者から期待されており、その

生産・加工技術としての新蚕糸技術（シルクテクノロジー）に関する研究が重要となっ

ていること等を踏まえ、重点化して実施する。

（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

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

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。
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Ａ アグリバイオリソースの高度化と活用研究

中期目標

我が国はイネゲノムの完全解読を中心となって行い、解読情報や遺伝子解析用実験系統

を整備するとともに、その提供を進めてきた。また、農林水産ジーンバンク事業において

も種子・種苗、標本等の収集を進めてきた。これらの基礎的な蓄積を研究の加速につなげ

ることが課題となっている。

このため、遺伝資源とゲノム情報を組み合わせたアグリバイオリソースについて、少数

の系統で種内の変異を代表するコアコレクションの作出や塩基配列情報の機能付け等によ

り特色のある研究を展開するとともに、我が国の中核機関としてその提供体制を確立する。

中期計画

研究所がこれまで蓄積してきた生物遺伝資源、ゲノムリソース、ゲノム情報及びゲノム

解析技術を基礎に、新たなバイオリソースの開発と高度化のための研究を加速化する。こ

れにより、生物科学研究から作物育種に至る多岐の研究分野で利用できる特色のあるバイ

オリソースを整備するとともに、国内外の研究者に広く提供する体制を確立する。また、

イネゲノム研究の成果を近縁・類縁生物種に応用して比較ゲノム解析を進め、ゲノム情報

解析システムの開発等の支援を得ることにより新規の有用遺伝子の発見と機能利用につな

げる。さらに、有用な対立遺伝子群を保持する実験系統群や突然変異系統等については、

国内外の研究機関とも連携して実用的視点から評価を行うとともに、それらを用いたゲノ

ム育種による効率的な新育種システムを開発する。

（大課題実績）

イネ及びイネ科作物のゲノムリソースの開発と利用のうち、完全長 cDNA クローンの作成・解

読については、イネについては 38,000 の配列情報を公開し、オオムギについても 25,000 の配列解

読を終了した。データベース開発については、タンパク質のモチーフパターンに基づき遺伝子進化

や相同遺伝子を効率的に抽出するツールとして SALAD データベースを開発した。また、イネの全

生育過程における経時的な遺伝子発現情報、組織・器官別の時期特異的な遺伝子発現情報等を収集

し、イネ遺伝子発現データベース RiceXPro と共発現データベース RiceFREND を開発した。イネの

栽培化関連遺伝子 qSH1 と qSW5 遺伝子を単離し、ジャポニカ稲の栽培化に関する新しいモデルを

提唱した(qSH1 の成果は、2006 年農林水産研究成果 10 大トピックスの第 8 位に選定)。オオムギで

は、条性遺伝子 Vrs1 と閉花性遺伝子 Cly1 を単離し、Cly1 についてはマイクロ RNA が関わる制御

様式を明らかにした。ソルガムでは、重要遺伝子単離に向けての遺伝解析と BAC ライブラリーの

作成を進め、紫斑点病抵抗性の遺伝子の単離に成功した。イネ遺伝子の機能解析を進めるための重

要なリソースの一つとして完全長 cDNA の過剰発現体（FOX）を、約 15,000 系統作出し、形質評

価を行うとともにデータベース化を行った。

多様性研究によるイネ遺伝資源の高度化と利用では、基盤整備の一環として次世代シーケンサー

による 11 種類のイネ品種のゲノム配列の解析により、大規模な SNP 情報の整備を行った。コシヒ

カリのゲノム解読の成果については、2010 年農林水産研究成果 10 大トピックスの第 5 位に選定さ

れた。コシヒカリのゲノム解読の成果を活用してコシヒカリの良食味に関与する QTL の候補領域

を 3.8 Mb に絞り込んだ。また、遺伝解析材料の開発と利用研究については、6 種類の戻し交雑固

定系統群、17 種類の染色体断片置換系統群を作出し、そのうち 6 種類についてゲノムリソースセ

ンターより公開した。また、これらの材料を用いて、いもち病圃場抵抗性遺伝子 pi21、Pi35、出穂

期に関与する Hd2、Hd16、Hd17、Ehd2、Ehd3 等の単離に成功した。また、穂発芽耐性関連 QTL(Sdr6、

Sdr、 Sdr9 及び Sdr10)、イネの深根性関連 QTL(Dro1)、地表根形成関連 QTL 及び中心柱サイズ

関連 QTL の検出と詳細なマッピングを行った。

カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用では、日本と中国が解析したカイコゲノム塩基配列

情報を統合してカイコゲノムの 91 ％に相当する 432Mb のアセンブリデータを得、そのうち 418Mb

の染色体上の位置を決定した。これらのゲノム塩基配列情報と発現遺伝子情報及び地図情報等を統

合したデータベース KAIKObase を構築して web 上で公開するとともに、生物研の主導により、国

際協力によるカイコゲノムアノテーションの準備を進めた。また、カイコ完全長 cDNA 解析を行い、
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14 の異なる組織から計 21 の完全長 cDNA ライブラリーを構築して配列解析し、14,500 クローンの

全配列を決定した。これらのカイコゲノム情報を活用し、ウイルス等への抵抗性や環境への適応に

関連した遺伝子、また形質転換体の選抜マーカーとなりうる表現形質関連遺伝子等の単離を進め、

カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子や BT 菌毒素抵抗性遺伝子をはじめ、体色、繭色、卵色等に関

連する 13 遺伝子を同定した。カイコ遺伝子破壊系統の作出では、エンハンサートラップ系統やゲ

ノム部分欠損系統など約 3000 系統を作出・解析し、BombyxTrap データベースとして web 上で公開

した。

バイオインフォマティクス研究基盤の確立では、イネゲノムの国際アノテーション会議を主導し、

イネの遺伝子数を約 32,000 と推定するとともに、イネ遺伝子 29,550 個の位置を決定した(2007 年農

林水産研究成果 10 大トピックスの第 7 位に選定)。また、イネを中心としたゲノムアノテーション

データベース（RAP-DB）を開発し、イネゲノム研究の中核データベースとして活用されている。

イネゲノムの自動アノテーションシステムを開発するとともに、他生物種に拡張するための改良を

行った。主要穀類向けの自動ゲノムアノテーションシステムを開発し、このシステムを利用するこ

とにより、1Mb の配列を 5 時間以内に高精度でアノテーションすることが可能となった。次世代型

シーケンサーに対応した解析パイプラインを作成し、このパイプラインを利用して、次世代シーケ

ンサーによって産生されるイネの葉及び根由来の転写産物を大規模解析し、RAP-DB には登録され

ていない約 1,500 の新規遺伝子候補領域を特定した。

ブタのゲノムリソースの開発と利用では、国際ブタゲノム解読コンソーシアムに参画して 2009

年 11 月に全ゲノム塩基配列の概要解読（物理地図の 98 ％）完了に貢献した（2009 年農林水産研

究成果 10 大トピックスの第 4 位）。また国際コンソーシアムから、ブタゲノム塩基配列上の遺伝子

のアノテーションに大きく貢献すると期待されている、完全長 cDNA の解読は約 29,000 個（遺伝

子として 12,000 個以上に相当）を完了し、2006 年 11 月に構築・公開した世界 大の「ブタ発現遺

伝子情報データベース（http://pede.dna.affrc.go.jp）」に順次追加している。さらに、完全長ｃ DNA

由来の 1,300 個以上の SNP（cSNP）マーカーを用いた連鎖地図の作成及び 160 個以上の免疫系遺伝

子のアノテーションを行っている。遺伝子多型情報については、発現遺伝子情報を中心に有用性の

高い 6,000 個以上の cSNP を開発し、個体識別や親子判定、銘柄豚トウキョウ X 識別などに利用で

きる各種マーカー開発に活用している。また、マイコプラズマ肺炎に対する抗病性と関連する多型

の存在を明らかにするとともに、体長やロース長に大きく影響する 2 つの遺伝子、消費者の食肉選

定に影響する肉色に関連する遺伝子を特定している。さらに、以上の様な多型情報とマッピング情

報、外部のブタゲノム情報を「ブタ発現遺伝子データベース」と統合し、ゲノム情報の利活用を促

進するための情報提供システム「家畜ゲノム DB（http://animal.dna.affrc.go.jp/agp/database.html）」を

構築し、公開している。加えて、公立試験研究機関と連携して、DNA マーカー情報の積極的な活

用により、霜降り割合が約 2 倍となるデュロック種系統豚「ボーノブラウン」や金華豚の肉の柔ら

かさをデュロック種に導入した銘柄豚「フジキンカ」を開発・普及している。このようにブタゲノ

ムに関わる課題は計画を大きく上回って進捗した。

ダイズのゲノムリソースの開発と利用では、ダイズゲノム研究を進めるための基盤整備を進め、

目標数を上回る 2,178 の DNA マーカーからなる高密度連鎖地図を完成させた。この地図と、米国

で解読されたダイズ品種 Williams 82 のゲノム配列比較することにより、ゲノム配列のアセンブリ

ミスの可能性を指摘した。国産ダイズ「エンレイ」の BAC ライブラリーを作成し、これをもとに

物理地図を作成した。また、次世代シーケンサーを用いて、エンレイのゲノムの 75 ％に相当する

834Mb のゲノム配列情報を決定した。DNA マーカー、連鎖地図、物理地図、塩基配列情報等を統

合したデータベースを構築した。有用遺伝子の発掘と単離を進めるための材料である、組換え自殖

系統群や染色体断片置換系統群の育成も順調に進捗した。また、開花期に関与する 7 遺伝子座を見

いだし、そのうち 4 遺伝子を単離し、機能を明らかにした。

ゲノム育種による効率的な新育種システムの開発では、いもち病圃場抵抗性遺伝子 pi21 につい

て、不良形質（不良食味）との連鎖の引きずりを解消し、コシヒカリに導入した新品種「ともほな

み（中部 125 号）」の品種登録出願を行った。イネゲノム研究の成果を、アウトカムとして社会に

発信する重要な成果といえる。pi21 の単離とゲノム育種への利用については、Science 誌に発表し、

さらに 2009 年農林水産研究成果 10 大トピックスの第１位に選定された。また、出穂期を変えた早

生及び晩生のコシヒカリ同質遺伝子系統の作出と品種登録を行った。これまでに、ゲノム育種法を

活用して 5 件の品種登録出願を行った。

放射線利用による新形質突然変異素材の開発では、コシヒカリとひとめぼれを背景にして異なる
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アミロース含量やタンパク組成を持つ系統群の育成を行った。普通ソバ及びダッタンソバにおいて

は高抗酸化能性変異 3 系統（黒種キング、キングカテキン、ルチキング）、半矮性変異 2 系統（ダ

ルマだったん、黄だったん）を育成し、品種登録出願を行った。また、チャにおいては高メチル化

カテキン含有量変異体 2 系統を育成した。イネについては放射線突然変異体リソースの拡充整備を

進めるとともに、ステイグリーン遺伝子(NYC1,NOL1,SGR,NYC3)の単離と機能解析を行った。また、

放射線で誘発される変異を分子レベルで解析し、変異の概要を明らかにした。

遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布では、ジーンバンク事業の一環として遺伝資源の整備

を進め、保存点数の数値目標に対し、植物は 246,548 点と概ね達成し、微生物は 27,553 点と上回っ

た。アクティブ化率については、目標を達成した。野生イネ A ゲノム種、アズキ亜属等のコアコ

レクションを作成するとともに、DNA 塩基配列情報を基にフザリウム属菌等の主要コレクション

の再分類を行い、保存遺伝資源の高度化を図った。アズキ亜属については、連鎖地図を整備・公開

するとともに、栽培化や農業形質に関わる QTL の解析を進めた。植物遺伝資源の保存技術の改良

においては、クライオプレートを用いた効率的かつ安定的な超低温保存を開発した。ジーンバンク

ホームページのリニューアルとデータベースの拡充等により、アクセス数が急増し配布点数も増加

した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

A S 新たなバイオリソースの開発と高度化では、ゲノム配列については、

カイコゲノムの 88 ％に当たる 418M の配列を染色体上に貼付け、ブタ

ゲノムの概要解読が完了し、ダイズの 2,178 の DNA マーカーからなる

高密度連鎖地図を完成させるとともにゲノムの 75%に当たる 834Mb の

配列を解読した。完全長 cDNA についてイネの 38,000 の配列情報を公

開し、オオムギ 25,000、カイコ 14,500、ブタ 29,000 の配列解読を終了

した。イネの大規模な SNP 情報の整備を行いコシヒカリのゲノム解読

を行った。これらのデータについて、イネでは、相同遺伝子等を抽出

するツール SALAD、遺伝子発現データベース RiceXPro、共発現デー

タベース RiceFREND、カイコ統合データベース KAIKObase、ブタ発現

遺伝子情報データベースを公開した。ダイズゲノムにおいても DNA

マーカー、塩基配列情報等を統合したデータベースを構築した。主要

穀物向けの自動ゲノムアノテーションシステムを開発した。またイネ

の 15,000 の過剰発現系統(FOX)、23 種の戻し交雑固定系統群、染色体

断片置換系統群、カイコの約 3,000 の破壊遺伝子系統を整備した。

これらのリソースも活用し、イネの栽培化関連遺伝子、いもち病圃

場抵抗性遺伝子、出穗期関連遺伝子、オオムギの条性遺伝子、閉花性

遺伝子を単離し、イネの穂発芽耐性遺伝子、イネ深根性遺伝子、ブタ

椎骨数関連遺伝子、ダイズ開花関連遺伝子等の座乗位置の絞り込みに

成功した。

さらに、DNA マーカーを利用し不良形質の連鎖の引きずりを解消し

たいもち病抵抗性遺伝子pi21を導入した新品種「ともほなみ」を育成、

霜降り割合を高めたデュロック種系統豚「ボーノブラウン」や銘柄豚

「フジキンカ」を開発・普及している。また突然変異を利用し 4 種の

ソバ類を育成し品種登録した。

遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布では、植物では目標を概

ね達成し、微生物、アクティブ化率では目標を上回った。野生イネ A

ゲノム種、アズキ等のコアコレクションの選定、フザリウム菌等の再

分類、クライオプレートを用いたガラス化法による培養茎頂超低温保

存法の開発を行った。以上、ゲノム解読から品種育成まで幅広く成果

が得られており、所期の計画は十分達成したといえる。
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（１）多様性研究によるイネ遺伝資源の高度化と利用

中期計画

イネ栽培種のコアコレクションの集団構造を SNP 解析により明らかにし、連鎖不平衡

を利用して SNP と有用形質との関連を解明する。多様な遺伝資源を活用し、日本型優良

品種を遺伝背景にもつ染色体断片置換系統群等の遺伝解析用実験系統群を作出する。遺伝

解析用集団を利用して、出穂の早晩生、多収性、高品質・良食味、いもち病抵抗性、ウン

カ・ヨコバイ抵抗性、穂発芽耐性等の有用形質に関与する QTL を見いだす。有用な QTL
遺伝子をコシヒカリ等の優良品種にマーカー選抜によって導入した育種素材を開発すると

ともに、それらのピラミディングを行う。ゲノムシャッフリングによる、多収でかつ食味

・品質が良い品種開発に向けた新育種法を開発する。

（中期実績）

有用遺伝子発掘のための基盤整備として、11 種類のイネ品種のゲノム塩基配列を解析し、

多数の SNP を検出するとともに、それらの SNP の遺伝解析への利用を促進するために世界の

多様なイネ品種及び日本型イネ品種解析用のコアセットを作成した。また、6 種類の戻し交雑

固定系統群、17 種類の染色体断片置換系統群を作出し、そのうち 6 種類についてゲノムリソー

スセンターより分譲を開始した。また SNP のデータベース 2 件を公開した。

有用遺伝子の検出と単離においては、いもち病圃場抵抗性 QTL(pi21 及び Pi35)の単離同定、

穂発芽耐性関連 QTL(Sdr6, Sdr7, Sdr9 及び Sdr10)の検出、イネの深根性関連 QTL(Dro1)、地表

根形成関連 QTL(Rso1(t))及び中心柱サイズ関連 QTL(Sta1)の検出、出穂期に関与する QTL
(Hd2、Hd16 及び Hd17)の単離、出穂期に関与する突然変異遺伝子 Ehd2 及び Ehd3 の単離、良

食味に関与する QTL、日本晴の短稈 QTL の検出、籾長に関する QTL の検出、炭素同位体分別

比(δ 13C)に関わる QTL の検出、光合成速度・葉色に関わる QTL の検出、光合成速度の指標

になる葉面温度に関する QTL の検出、紋枯病抵抗性関連 QTL の検出などを達成した。公表さ

れた QTL 情報を整理し、データベース Q-TARO の作成と公開を行った。

品種育成においては、不良形質の連鎖の引きずりを解消していもち病抵抗性遺伝子 pi21 を

導入した新品種「ともほなみ」の育成、pi21 遺伝子について収量性との連鎖の引きずりを解消

し、「はえぬき」及び「ひとめぼれ」に導入した同質遺伝子系統の作出、出穂期を変えた早生

及び晩生のコシヒカリ同質遺伝子系統の作出と品種登録、複数のいもち病圃場抵抗性遺伝子の

ピラミディング系統の作出を行った。またコシヒカリゲノム配列をもとに作成したゲノムワイ

ド SNP を用いて日本の近代育成イネ品種群のゲノムの変遷を明らかにした。飼料イネ品種に

おけるインド型及び日本型ゲノムの構成を明らかにした。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A 各種イネゲノムの解析、SNP データベースの作成等の研究基盤

（１） S 整備、いもち病抵抗性遺伝子の同定、穂発芽関連遺伝子の検出等の

基礎研究、さらにはイネ品種「ともほなみ」の育成と、多岐の分野

において極めて顕著な成果を上げ、所期の目標を十分に達成した。

またサイエンス誌等国際的に評価の高い雑誌への掲載、プレスリ

リースに対する農林水産研究成果 10 大トピックスへの選定など外

部への情報発信も十分なされており、高く評価できる。
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（２）イネ及びイネ科作物のゲノムリソースの開発と利用

中期計画

イネの完全長 cDNA ライブラリーの内、新規で未解読のものについて、全構造を解読

する。解読された配列をデータベース化して遺伝子発現解析を行う。オオムギの完全長

cDNA ライブラリーを作成し、20,000 クローンの配列解読を行う。栽培イネ・野生イネの

BAC ライブラリー等を利用してイネ（栽培イネ・野生イネ）やイネ科作物における比較

ゲノム解析を行い、新規有用遺伝子の発見と機能利用につなげる。また、突然変異系統、

イネ完全長 cDNA 過剰発現系統（FOX 系統）等を作出し、これらの解析によって得られ

る情報を形質と統合したデータベースを構築し、遺伝子の機能解析を効率化する。作成し

たデータベースは公開して情報発信を行う。有用なライブラリー及び系統は適切に保存・

管理するとともに、提供体制を整備する。塩基配列については公的データベースに登録し

て積極的に公開する。

（中期実績）

完全長 cDNA クローンの作成・解読については、イネについて過去と合わせて 38,000 の配列情

報を公開しオオムギについても 25,000 の配列解読が終了した。

イネ科作物における比較ゲノム解析についてはイネで挿入多型マーカーを開発し、系統樹解析か

らイネ栽培種は複数起源であることを検証した。イネの栽培化関連遺伝子 qSH1 と qSW5 遺伝子を

単離し、ジャポニカ稲の栽培化に関する新しいモデルを提唱した。また遺伝子進化や相同遺伝子を

効率的に抽出するツールとしてモチーフデータベース SALAD を作成した。「日本晴」の第 5 染色

体のセントロメア領域の完全解読を行い、反復配列の分布が染色体毎に異なることを明らかにした。

オオムギの条性遺伝子 Vrs1 を単離し、1 塩基の突然変異で六条化することが明らかとなった。ま

たオオムギの花の閉花性遺伝子を単離し、マイクロ RNA が関わる制御様式を明らかにした。コム

ギ遺伝子機能解明のために、パーティクルガン法を用いて 14 件の形質転換コムギを作成し WFT 遺

伝子及び WAP 遺伝子の形質転換コムギを作出しコムギの開花メカニズムの解明に寄与した。

計画外の実績としては、次世代シーケンサーを利用した網羅的なイネ遺伝子発現(トランスクリ

プトーム研究)、ウイルス抵抗性、耐虫性と遺伝子発現の研究、ソルガムの紫斑点病抵抗性の候補

遺伝子の同定、ソルガム再生性に関する QTL 解析を開始、ソルガム遺伝子単離のための 5,000 以上

のマーカー作成が挙げられる。

イネ FOX 系統の作出とデータベース化については、5 年間で約 15,000 種類の形質転換体を作出

し、形質評価を行うとともにデータベース化を図った。

Tos17 を含む研究リソースの保存・管理・提供については、平成 18 年 4 月～平成 23 年 2 月まで

に分譲依頼のあった全件に対し、適切かつ誠実に対応した。

アレイ解析の研究支援業務は、生物研・企画からの運用費のサポートもあり、安定した業務運営

が可能になった。平成 18 年の利用者は 90 名程度であったが、それ以降は毎年 150 名程度の利用が

あった。

効率的な情報公開については、イネのデータベース群を連携 (リンク)して閲覧できるイネ統合

データベースブラウザを作成し、公開した。

イネ遺伝子発現情報の収集とデータベース作成については、2008 年からつくば圃場で育成した

イネ日本晴の全生育過程のプロファイリングを実施し、葉身における経時的な遺伝子発現情報、組

織・器官別の時期特異的な遺伝子発現情報等を収集した。また得られた発現情報に基づいてイネ遺

伝子発現データベース RiceXPro と共発現データベース RiceFREND を開発・公開した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A A イネ、オオムギともに目標を上回る完全長 cDNA の解読、比較ゲノ

（２） ム解析による栽培関連遺伝子等の単離と解析、FOX 系統の作出及び

データベース化、Tos17 ラインの配布など目標を着実に達成している。

また、リソースの配布、マイクロアレイ支援業務、各種データベース

の公開などゲノム研究全体への貢献も評価できる。
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（３）カイコ等昆虫のゲノムリソースの開発と利用

中期計画

カイコや害虫の各組織・器官より完全長 cDNA ライブラリーを作成し、配列解読を行

う。解読した塩基配列について公的データベースに登録して積極的に公開する。またカイ

コゲノムの構造解析とアノテーションを行う。さらにカイコを中心として突然変異系統、

エンハンサートラップ系統、破壊遺伝子（挿入突然変異）系統等 3,000 系統を作出し、こ

れらを利用した遺伝子（機能）解析によって得られる情報を既知の遺伝地図・形質地図等

と統合したデータベースを作成し、遺伝子の機能解析を行う。作成したデータベースは公

開して情報発信を行う。

（中期実績）

有用遺伝子の単離・同定、遺伝子機能解析や遺伝子改変技術の実用化に必要な遺伝子の完

全な構造情報を得るため、完全長 cDNA 解析を行った。5 年間で 14 の異なる組織から計 21
の完全長 cDNA ライブラリーを構築して配列解析し、14,500 クローンの全配列を決定した。

日本と中国が各々解析したゲノム塩基配列情報を統合し再アセンブルした。これによりカ

イコゲノムの 91 ％に相当する 432Mb のアセンブリデータを得ることができ、このうち 418Mb
の染色体上の位置を決定した。また、この成果を元に、ゲノム塩基配列情報、発現遺伝子情

報、地図情報等を統合したデータベース KAIKObase を構築して web 上で公開し、5 年間で 760
万件のアクセスを記録した。また、世界中のカイコゲノムアノテーション参加者が、Web ブ

ラウザを介して所内のアノテーション・サーバーに接続しアノテーション作業を進めるため

のツールとして、キュレーションシステムを構築し、11 カ国が参加する国際カイコゲノムア

ノテーションプロジェクトを開始した。

獲得したカイコゲノム情報を活用し、遺伝子組換えによる有用物質生産技術の開発や殺虫

剤の開発等産業レベルでの実用化へ貢献することを目的に、ウイルス等への抵抗性や環境へ

の適応に関連した遺伝子、また形質転換体の選抜マーカーとなりうる表現形質関連遺伝子等

の単離を進め、カイコ濃核病ウイルス抵抗性遺伝子や BT 菌毒素抵抗性遺伝子をはじめ、体

色、繭色、卵色等に関連する 13 遺伝子を同定した。

カイコでの成果をもとに鱗翅目昆虫間での比較ゲノム研究を進め、コナガ、オオタバコガ、

アワノメイガ等の鱗翅目農業害虫研究にカイコゲノム情報が有用であることを確認した。次

期での農業害虫ゲノム研究の基盤を構築するため、コナガ及びトビイロウンカのゲノム塩基

配列及び発現遺伝子解析を開始し、各々ゲノム情報データベースを構築した。

カイコ遺伝子破壊系統の作出では、エンハンサートラップ系統やゲノム部分欠損系統など

約 3000 系統を作出し、ミューテーターが遺伝子近傍や遺伝子間領域などの様々な位置に挿入

していることを確認した。得られた情報は、構築した BombyxTrap データベースに格納し web
上で公開した。作出した系統は遺伝子機能解析と有用物質生産に利用された。

以上のように、研究は順調に進捗し、中期計画の 終目標は到達している。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A S 14,500 クローン以上の完全長 cDNA の解読、カイコゲノム解読と

（３） 発現遺伝子情報等をあわせた KAIKObase の公開、約 3,000 種の各

種解析用系統の作出等所期の目標を十分達成している。特に日中共

同によってゲノム解読をほぼ完成し、さらにはアノテーションプロ

ジェクトを国際的に進めるなど所期の目標を上回る成果を得たこと

は高く評価できる。
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（４）ブタゲノムリソースの開発と利用

中期計画

ブタの発現遺伝子情報を充実させるために、各種臓器由来の完全長 cDNA を収集し、

その全長の塩基配列 10,000 個以上を解読するとともに、それらのマッピング、ゲノム構

造の解析及び配列情報を利用した発現解析システムを構築する。また、5,000 個以上の遺

伝子多型情報を収集し、品種・個体識別技術への応用を図るとともに、それらの多型情報

と抗病性、生産形質との関連を明らかにして家畜改良技術への応用に資する。さらに研究

所で得られた家畜ゲノム情報と外部情報とを統合してデータベースを構築し、それらの情

報を公開する。

（中期実績）

国際ブタゲノム解読コンソーシアムに参加して、254 個の BAC クローン解読を担当し、合

計 42.3Mb、全ゲノムの 1.6%に相当する領域を解読して 2009 年 11 月のブタ全ゲノム塩基配列

の概要解読完了に貢献した。発現遺伝子情報の充実においては、ゲノム解読に用いた個体由来

を含む 26 種の臓器または細胞集団を用いて 29 個の cDNA ライブラリー(うち完全長 cDNA ラ

イブラリー 25 個)を構築し、これを用いてこれまでに 30 万以上の高品質 EST を蓄積した。こ

れらは少なくとも 15,000 個の遺伝子に対応するものと考えられる。完全長 cDNA については

現在までに約 29,000 個のクローンを解読し、これらに含まれる遺伝子数は 12,000 個程度と考

えられる。また、完全長 cDNA 由来の 1,300 個以上の SNP(cSNP)マーカーを用いた連鎖地図の

作製及び 160 個以上の免疫系遺伝子のアノテーションを行った。約 18,000 個の遺伝子を含む

と見られる約 28,000 個のオリゴマーからなるマイクロアレイを作製し、培養細胞を対象とし

て発現解析ツールとしての利用可能性を検証した。多型マーカーについては、育種等へ活用す

る上で有用性の高い発現遺伝子由来の cSNP だけで 6,000 個以上を開発した。

多型情報の応用として、国内で主に流通している三元交雑豚についてトレーサビリティーの

ための個体識別や親子判定に利用できる DNA マーカー、東京都銘柄豚トウキョウ X 判別のた

めの DNA マーカーを開発した。多型情報と抗病性との関連については、マイコプラズマ性肺

炎に対する抗病性と関連する遺伝子多型の存在を明らかにした。生産形質との関連については、

体長及びロース長に大きく影響する椎骨数について、効果の大きい 2 つの遺伝子を第 1 及び第

7 染色体上に特定し、また、消費者の食肉選定に影響する肉色に関連する遺伝子を第 6 染色体

上に特定した。さらに、家畜改良技術への応用として、岐阜県と連携して「霜降り」に関連す

る 2 ヵ所の遺伝子座を DNA マーカーで固定し、後代の「霜降り」を増加させる遺伝能力を有

するデュロック種系統豚「ボーノブラウン」の造成に成功した。県内養豚農家に向けた人工授

精用精液の販売が開始され、これまでに 6,033 本を販売した。また、静岡県と連携して金華豚

の肉の柔らかさをデュロック種に導入して造成した銘柄豚「フジキンカ」が H22 に普及段階

に入った。

解読した EST,完全長 cDNA 情報に、外部の公的データベース等からの他の動物の遺伝子配

列 と の 類 似 性 等 の 情 報 を 統 合 し た 世 界 大 の 「 ブ タ 発 現 遺 伝 子 情 報 DB
(http://pede.dna.affrc.go.jp)」を構築・公開し、現在も増強中である。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A S 26 種の組織から得られた 12,000 個程度の遺伝子に相当する完全

（４） 長 cDNA を解読し、28,000 個のオリゴマーからなるオリゴアレイを

作製し、発現遺伝子由来の cSNP を 6,000 個以上作製するなど計画

以上の成果を達成した。また、外部情報とあわせ統合データベース

を構築し公開した。これらの成果を利用して、三元交雑豚の個体識

別等にも利用できる DNA マーカーの開発、「霜降り」DNA マーカー

を利用した豚「ボーノブラウン」、柔らかい肉質を有する「フジキ

ンカ」の造成など応用面でも成果が出ており、高く評価できる。
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（５）ダイズのゲノムリソースの開発と利用

中期計画

国産ダイズのゲノム育種を可能にする精密連鎖地図を構築する。また、国産ダイズの

BAC ライブラリーを作成し、これをもとに物理地図を作成するとともに、重要な形質を

制御する遺伝子領域については塩基配列解読を行う。これらの研究によって得られる DNA
マーカー、連鎖地図、物理地図、塩基配列情報等を統合したデータベースを構築し、それ

らの情報を公開する。

（中期実績）

エンレイ× Peking の F2 集団を用いて、1513 の新規マーカーを含む 2178 マーカーからなる

高密度連鎖地図を構築した。位置付けた全マーカーについて、主要国産ダイズ 23 品種の多型

情報を収集した。エンレイの BAC ライブラリーを作成し、10 万クローンの末端塩基配列と米

国で解読された Williams 82 のゲノム配列データを使い、エンレイゲノムの 91%をカバーする

物理地図を作成した。また、高速 DNA シーケンサー GS-FLX を使い、エンレイゲノムの約 9
倍をカバーする約 100 億塩基の情報をアセンブリし、800M 塩基以上のゲノム配列を得た。さ

らに、次世代型シーケンサーの特徴を活かし、ゲノム濃縮法により特定領域の配列を解読し、

連鎖地図のギャップ領域を補完する SNP マーカーを設計し、それらの有効性を確認した。こ

れらの研究によって得られたエンレイの物理地図や塩基配列情報等に DNA マーカー情報を統

合したデータベース DaizuBase を構築し、プロジェクト内で公開した。エンレイと Williams 82
及び病虫害抵抗性や湿害耐性など重要形質の供給源である Peking との組換え自殖系統並びに

染色体断片置換系統を育成した。エンレイ× Peking 及びエンレイ× Williams 82 の組換え自殖

系統については F8 まで世代を進め、遺伝子型データを整備し、配布に向けて種子を増殖した。

エンレイの遺伝的背景に Peking の染色体断片を導入した染色体断片置換系統については

BC3F2 まで世代を進め、マーカーを用いて Peking 由来の染色体部分の割合を推定し、理論値

に近い値で維持されることを確認した。以上のように個別形質の遺伝解析を実施するための研

究基盤が充実したことにより、収量性や草型など様々な形質の解析を進めた。このうち、開花

期に関与する遺伝子として 7 つの遺伝子座を見いだし、そのうち 4 つの遺伝子を特定した。こ

れら遺伝子の機能と多様性を解明し、材料育成に利用するとともにプロジェクト内の育種研究

室へマーカー情報を提供した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A A 2178 マーカーからなる高密度連鎖地図、エンレイゲノムの 91 ％

（５） をカバーする物理地図を作製し、ゲノム濃縮法により特定領域の配

列を解読した。これらのデータを統合した統合データベース

DaizuBase を構築するなど、概ね所期の目標は達成できた。さらに

は、染色体置換系統の育成、開花期関連遺伝子の特定など応用面へ

の成果も得られつつある。
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（６）種間比較解析に向けたバイオインフォマティクス研究基盤の確立

中期計画

完全長ゲノムや大規模決定された cDNA 配列、タンパク質立体構造等の生物情報を総

合的に解析し、かつ、これらを複数種に渡って比較しながら効率よくデータ処理を行うシ

ステムを開発する。ゲノム全長が決定されており、また遺伝子の大部分を網羅するような

cDNA のある種が、近縁で 10 種程度入手可能な場合でも、現実的な時間の範囲で一括し

てデータを処理できるようにする。分子進化解析、系統樹解析、機能ドメイン抽出、発現

パターン比較等の大量情報処理を通じて重要な機能を持つ遺伝子を推定する。これらの情

報をデータベース化し、研究者が必要な情報を即座に入手できるような WWW インター

フェースを備えた検索システムを開発する。

（中期実績）

生物情報の総合的かつ効率よい解析を実現するため、まずイネゲノムのアノテーションを行

うシステムを開発し、さらにムギ類など他生物種に拡張するための改良を行った。特に、異種

間でのゲノムと cDNA との比較によって遺伝子構造を推定するプログラムは WWW を通じて

一般公開しており、例えばオオムギ cDNA を利用してイネの遺伝子領域を発見することがで

きる。このような遺伝子や ORF の同定といった基本的な部分の自動アノテーションは 1 種当

たり 1 ～ 2 日程度で終えることができるので、10 種を現実的な時間の範囲で処理するという

中期計画目標は達成できている。近年急速に発達した次世代型シーケンサーに対応した解析パ

イプラインも作成し、1 ランで生成される数十ギガの塩基配列を半日程度で処理する体制を

作った。種間でのゲノムアラインメントも含め、作成したデータは WWW で公開している。

イネのデータベース(RAP-DB)において効率的に情報取得できるような検索システムなどのイ

ンターフェースを作成し、種間ゲノム比較、遺伝子ファミリー情報等と共に公開した結果、年

間で 100 万ページ程度の利用があるイネゲノムの中核データベースに成長した。以上のような

情報解析技術はイネ(日本晴)ゲノム以外にも適用し、イネいもち病菌 EST、オオムギ完全長

cDNA、アフリカ栽培イネゲノムでのアノテーション等のデータ解析を行い、WWW でデータ

取得可能なデータベースを構築した。

また、タンパク質立体構造については、低分子化合物の立体構造 DB を作成すると同時に、

タンパク質間会合部位の空隙体積の計算法を開発し、WWW サーバーを立ち上げた。この他、

アノテーションだけでなく、イネのゲノムにおいてはゲノム配列そのものの整備も行い、日米

共同計画としてアセンブリを構築すると共に、次世代型シーケンサーを用いて 4,886 箇所の

4,923 塩基を修正することにより、品種間 SNP 検証にも耐えうる高精度版ゲノム配列を作成し

た。

重要な機能を持つ遺伝子については以下の通りいくつかの発見があり、論文等で報告した。1)
トランスポゾン由来の新規エクソン生成があることを発見した。2)栽培化の過程で失われたが

野生イネに残っているような耐病性関連遺伝子の新規ホモログをまとめて発見した。3)網羅的

な機能ドメイン抽出とデータベース構築を行った。4)転写開始点の多様化と種特異性を明らか

にした。5)次世代型シーケンサーを用いて、イネの葉及び根由来の転写産物を大規模解析し、

RAP-DB には登録されていない約 1,500 の新規遺伝子候補領域を特定した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A A イネゲノムのアノテーションシステムを開発し関連する国際会議

（６） を主催した。基本的なアノテーションに関して自動的に 1 ～ 2 日で

終了することが可能となり、概ね所期の目標は達成した。次世代シー

ケンサーに対応する解析体制も進め、公開しているイネのデータ

ベースは年間で 100 万ページの利用があり、関連研究者に高く評価

される中核データベースとなった。
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（７）遺伝資源の収集・評価・増殖・保存・配布

中期計画

中期目標期間終了時の遺伝資源の保存点数は、概ね植物 25 万点、微生物 2.5 万点を目

標とする。遺伝資源の調査（収集）は、国内外の情勢を踏まえ、地域や対象種をより重点

化する。特性評価を充実するとともに、再増殖、品質確認等によりアクティブコレクショ

ンを拡充し、特に動物では、カイコとニワトリを中心に保存遺伝資源の 50 ％をアクティ

ブ化する。植物では、野生イネ A ゲノム種、アズキ亜属等のコアコレクションを作成す

る。微生物では、DNA 塩基配列情報を基にフザリウム属菌等の主要コレクションを再分

類する。また、保存の効率化を図るために、植物、微生物、動物それぞれについて、超低

温保存法を開発し、優先度に応じて遺伝資源の超低温保存を開始する。さらに、遺伝資源

の来歴及び特性情報の蓄積と発信、ホームページ上での情報提供等により利用者拡大を図

り、配布を促進する。

（中期実績）

ジーンバンク事業では、サブバンク等の協力のもと遺伝資源の整備を進め、今期目標とした

保存点数数値目標に対し、植物は 246,548 点と概ね達成し、微生物は 27,553 点と上回った。海

外における調査はアジアに重点を置き、相手国の国公立研究機関と協定を結んで実施した。特

性評価、再増殖、分類検証等を進め、アクティブコレクションを拡充し、特に動物では、アク

ティブ率 50%という数値目標に対し 58.9%とした。世界のイネや日本在来イネ、日本在来トウ

モロコシのコアコレクションを配布し、野生イネ A ゲノム種、アズキ、ソルガムなどのコア

コレクションはユニットが中心となって選定を終え、配布準備段階である。ダイズのコアコレ

クションも選定している。ユニークなコレクションであるアズキ亜属では、分子マーカー地図

を整備・公開し、栽培化関連遺伝子や有用遺伝子の研究を進めている。QTL 育種センターの

協力で SNPs アレイによるイネ在来遺伝資源のタイピングを開始した。微生物では、DNA 塩

基配列情報を基に植物病原性フザリウム属菌、コレトトリクム炭疽病菌、アグロバクテリウム

属細菌等、の主要なコレクションや一部の糸状菌について分子分類学的に再評価し、内部に専

門家がいないイネ白葉枯病菌、エルウィニア属関連細菌、根粒菌、植物ウィルス等は生物研の

他ユニットや外部機関へ分類検証を依頼・委託して保存遺伝資源の信頼性を高めた。超低温保

存法の開発が進み、植物ではクワ冬芽が事業保存され、ナシ、モモでも検討している。培養茎

頂の超低温保存では、クライオプレートを用いるガラス化法が 終年度に開発され、簡便かつ

効率的であることから幅広い植物種への適用に向け実証試験段階に入った。微生物ではキュウ

リうどんこ病菌、白さび病病原の卵菌等で超低温保存が開発・実証された。動物ではウズラの

始原生殖細胞の超低温保存が公募委託課題で開発された。カイコでは、委託課題において超低

温保存した卵巣を 3 齢幼虫に移植することで高い産下卵率を得たが、事業での実用化には至っ

ていない。遺伝資源のデータベース管理プログラム群の新規開発や大幅改訂を行い、サブバン

ク担当者との連携を容易にし、ホームページのリニューアルを行い、データベース本体とサー

チエンジンを分割して堅牢化と同時に来歴・特性情報の検索機能を充実し、植物病名データ

ベースを公開し、Web 上からの配布申請入力を可能とした結果、アクセス数が急増し配布点

数も増加した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A A 植物 25 万、微生物 2.5 万点の保存、動物において 58.9 ％のアク

（７） ティブ化率、野生イネ A ゲノム種、アズキ等のコアコレクション

の選定、フザリウム菌等の再分類、クライオプレートを用いたガラ

ス化法による培養茎頂超低温保存法の開発等所期の目標は概ね達成

した。また、ホームページのリニューアルにより利便性を高めアク

セス数が急増した。
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（８）放射線利用による新形質突然変異素材の開発

中期計画

ガンマ線及びイオンビーム照射等を利用して健康増進型の機能性成分や耐病性等の新用

途形質を有する突然変異体の効率的創出技術の開発と育種素材の育成を行う。また、イネ

においては有用遺伝子の単離とその機能解明に向けたポストゲノム研究において、遺伝学

的及び育種的解析が可能な放射線突然変異体リソースの拡充整備を図るとともに、逆遺伝

学的スクリーニング法を開発する。

（中期実績）

健康増進型の機能性成分を有する突然変異育種素材を開発するため、イネにおいてはタンパ

ク組成に関するコシヒカリ NILs(低グルテリン、グロブリン欠、グルテリン前駆体増、16kDa
プロラミン減、13kDa プロラミン減など)、アミロース含有率に関するコシヒカリ NILs(0%～

15%)及びひとめぼれの低アミロース突然変異 24 系統、並びに食物繊維増のコシヒカリ突然変

異系統、茎葉への非構造性炭水化物蓄積量増大突然変異系統(WCS 用、農研機構との共同研究)

の育成を行った。普通ソバ及びダッタンソバにおいては高抗酸化能性 3 品種、半矮性 2 品種の

品種登録出願を行った。チャにおいては高メチル化カテキン含有量変異体 2 系統を育成した。

ソルガムにおいては早生、ワックスレス、リグニン合成抑制変異体の作出を行った。

耐病性等の新用途形質を有する突然変異体の開発では、モモにおいて大型花変異体の育成を

行った。リンゴにおいては長年花の咲かない「祝」の変異体の育成とその要因の解析を行った。

チャにおいては炭疽病抵抗性突然変異 2 系統を育成した。また、「おさゴールド(自家和合性、

黒斑病耐性の 2 重変異)」由来の葉色変異体(3 重変異体)のキメラ状態の安定性について解析

した。

イネにおける放射線突然変異体リソースの拡充整備においては、放射線育種場保有の日本晴

を用いてガンマ線及びイオンビーム照射に由来する突然変異系統について約 10 万 M2 系統種

子を整備した。そのうち、表現型がほぼ固定された系統の特徴と数は以下の通りである。生育

(分けつ多少等)14、草丈 50、穂型 18、葉色 49(うち staygreen26)、熟期 17、葉・籾・粒形 4、
不稔 2、低アミロース(糯も含む)19、その他穀粒形質 7 系統ののべ 180 系統である。さらに、

これらの中からステイグリーン遺伝子(NYC1,NOL1,SGR,NYC3)の単離と機能解析を行った(東

大との共同研究)。また、ゲノム解読用日本晴のガンマ線照射による M2 種子の約 5000 系統の

整備と M2 系統の突然変異体の選抜(M3 系統種子 50 系統)を行った。

イネにおける放射線突然変異体の逆遺伝学的スクリーニング法の開発においては、サイレン

トミュータントの選抜と特許化(東北大との共同研究、「作物のサイレント突然変異識別方法

及び農作物の産地識別方法」の実施許諾)を行った。また、ガンマ線照射由来突然変異系統の

欠失サイズの傾向とその頻度について解析した。さらに、ゲノム解読用日本晴のガンマ線照射

由来突然変異系統に関する aCGH 法による欠失の検出を行った。一方、低グルテリン・グロブ

リン欠失品種育成のための PCR マーカーを作成して稲育種機関へ提供した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

A A 貯蔵タンパク質、アミロース含有率に関する NILs、高メチル化

（８） カテキン茶、高酸化ソバ類等各種健康増進型の育種素材等を多数育

成し、約 10 万の M2 系統種子を整備しそのうち 180 系統の表現系

統が固定されたを選抜するなど概ね所期の目標は達成できた。低グ

ルテリン・グロブリン欠失品種育成のための PCR マーカーを作成

して稲育種機関へ提供するなど応用面での成果も得られた。
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Ｂ ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発

中期目標

飛躍的に生産性を向上させる革新的農業技術の開発と生物機能を利用した新産業の創出

を支えるとともに、国内外における研究のイニシアチブを確保するためには基礎的・基盤

的研究の推進が重要である。

このため、これまでに蓄積してきたイネ等のゲノム情報解読の成果を活かして、植物、

昆虫、動物等各種生物の有する農業生産と密接に関連した機能を解明し、生物機能の高度

発揮に向けた基盤技術を開発する。

１）イネの環境適応機構の解明と利用技術の開発

中期目標

作物の生産性の飛躍的な向上を図るため、イネゲノムの各種リソースを活用し、作物の

環境適応機構や光合成等の基本反応の制御機構等を解明する。さらに、地球規模での温暖

化対策に貢献するため、作物の乾燥耐性の遺伝変異を解析する。

中期計画

作物の生産性の飛躍的な向上を図るためには、作物の環境適応機構を解明し、環境スト

レスや病害に起因する作物の被害回避や光合成効率の改善等が必要である。そのため、こ

れまで研究所が開発してきたイネゲノムの各種リソースを活用し、耐冷性や塩ストレス耐

性、耐病性に関与する遺伝子を単離・解析することにより、耐環境ストレスと耐病性の分

子機構を解明するとともに利用技術を開発する。また、光環境をより効率的に利用する技

術の開発を目指して、光合成等の基本反応の制御機構並びに光環境応答機構を解明する。

（大課題実績）

QTLイネの環境適応機構の解明と利用技術の開発において 環境ストレスと病害に関しては、 、

解析やミュータントパネル等の各種リソースを活用し、関連する遺伝子の単離と機能解析を進

め、それらの機能制御に関わるシステムの解明と、着目する形質に対する耐性イネの開発に向

けた戦略の構築を目指し研究を進めた。

環境ストレスに関しては、乾燥耐性の変異の解析において、陸稲 由来の深Kinandang Patong
根性関連遺伝子座 を見出し、単一遺伝子まで特定した。さらに、国内外の圃場で乾燥耐Dro1
性評価を行い、 が実用化に十分耐えうる素材であることを明らかにするなど、大きな進Dro1
展を見た。穂発芽耐性遺伝子に関しては、 や を同定し、 や もほぼ特定しSdr4 OsVP1 Sdr1 Sdr7
た これら遺伝子の機能的な関係について解析し 穂発芽耐性 種子休眠 に関わるネットワー。 、 （ ）

クについて理解を深めた。耐塩性に関しては、 等イオンチャネルやトランスポーターOsKAT1
の関与を明らかにするとともに、 イネ系統からの耐塩性関連の有望候補遺伝子を複数同FOX

。 、 、 。定した また 耐冷性に関しては 過冷却安定化物質を発見・同定するなどの成果が得られた

耐病性に関しては、誘導抵抗性に関わる が、複数の病害に対して極めて強い耐病WRKY45
WRKY45性効果を発揮することを見出した（ 年農林水産研究成果 大トピックス１位 。2007 10 ）

の作用機作の解析が進み、非感染時における抵抗性発現の抑制と抵抗性誘導時における転写能

の活性化による巧妙な制御機構を明らかにするとともに、実用化に向けて必要となる複合抵抗

Pb1性と農業形質との両立についても可能とする目処を立てた 圃場抵抗性遺伝子に関しては。 、

及び を同定し、これら遺伝子の成立過程を明らかにした。さらに長期安定性の解明にPikahei
向けた糸口を得た。また、双子葉植物と単子葉植物の両者に抵抗性を付与する遺伝子 をBSR1
同定した。 は新規の複合抵抗性育種素材として有望である。BSR1

、 、 、光環境応答に関する研究では イネの主要な光受容体について ほぼ全ての変異体を単離し

緑化、光屈性、光形態形成等における各受容体の役割、並びに各種のホルモンとの関わりを明

らかにした。開花制御に関しては、短日植物であるイネの開花制御モデルを構築し、特定の遺

伝子の組合せで開花期を人為的に制御できることを示した。また、イネは 分の日長の差を30
検知して開花を調節できるという画期的な成果をあげた。光合成の場である葉緑体の発達には
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光が不可欠であるところ、転写因子 GLK1 が葉緑体発達の鍵因子であることを突き止めた。さ

らに、イネは特有の基本代謝酵素（葉緑体型 PEPC）を持つこと、本酵素が窒素源であるアン

モニアの同化に重要な役割を担うことを明らかにした。他に、収量性に関わる QTL を 8 種同

定し、そのうち２種について原因遺伝子を特定した。

このように、イネの環境適応機構の解明と利用技術の開発は、計画を達成した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｂ・１） A 環境ストレスに関連しては、耐塩性に関わるいくつかの有望候補

遺伝子を同定し、穂発芽耐性遺伝子として Sdr4 を同定し、関与す

る種子休眠に関する遺伝子ネットワークが解明されつつある。耐乾

燥性遺伝子(深根性関連遺伝子)として Dro1 遺伝子を同定し、Dro1
の強干ばつ条件下での収量増加への可能性が示唆されるなど今後の

展開が期待される。耐病性に関しては、いもち病及び白葉枯病に抵

抗性を示す WRKY45、いもち病に対する圃場抵抗性遺伝子 Pb1 など

重要な病害に対する多数の抵抗性遺伝子が同定された。さらにこれ

らを用いた飼料イネの開発、海外機関との共同研究など応用面でも

着実な進捗がみられる。光応答に関しては、イネ特有の基本代謝酵

素(葉緑体型 PEPC)の同定と機能解析、開花制御モデルの構築等の

基礎的成果に加え、千粒重を増やす TGW6,粒長を延ばす GL5b 遺伝

子の同定など比較的応用に近い分野まで幅広く成果が得られてお

り、概ね所期の計画は達成できた。



- 71 -

（１）イネの耐環境ストレス機構の解明と利用技術の開発

中期計画

これまでに見いだされてきた複数の穂ばらみ期耐冷性 QTL の候補遺伝子をマップベー

スクローニング法により同定し、準同質遺伝子系統との比較や発現解析等により、遺伝子

の単離と機能解明を行い、穂ばらみ期耐冷性の分子機構を解明する。酵母発現系やイネ完

全長 cDNA 過剰発現系統（FOX 系統、ミュータントパネルを用いて）イオン輸送体遺伝

子や浸透圧調節機能を有する適合物質の合成に関与する遺伝子を単離し、塩ストレス耐性

の分子機構を解明するとともに、利用技術の開発を行う。これまでに見いだされてきた穂

発芽性関連 QTL のうち、作用力の大きい穂発芽耐性遺伝子を単離・機能解析するととも

に、易穂発芽変異系統の解析による種子休眠関連遺伝子の単離・機能解析を行い、穂発芽

耐性（種子休眠）に係わるネットワークを解明する。また、作物の乾燥に対する耐性の遺

伝変異を探索し、染色体領域を特定する。

（中期実績）

塩ストレス耐性の分子機構の解明については、イネ K+チャネル遺伝子 OsKAT1 が細胞のイ

オンバランス維持と耐塩性に寄与すること、イネの ABC トランスポーターが細胞の耐塩性に

関与すること、イネクロライドチャネル遺伝子(OsCLC-1 及び-2)が、根の形態形成、カスパリー

線形成、植物体におけるクロライドイオンの吸収移行に関与することを明らかにした。FOX
イネ系統からの耐塩性関連遺伝子のスクリーニングが難航したが、初期及び長期生育試験に分

けて解析を進め、 終的に酸化還元酵素、転写因子、代謝酵素などの機能が予測される有望候

補遺伝子を複数同定した。

穂発芽耐性(種子休眠)に係わるネットワークの解明については、穂発芽耐性遺伝子 Sdr4 を

同定し、穀物では初の成果として報告した。ミュータントパネルより、種子の成熟を司る OsVP1
の変異体を得た。OsVP1 の穂発芽への関与が直接証明されたほか、Sdr4 の関与する種子休眠

における遺伝子発現ネットワークについてその一部を明らかにした。Sdr1 は遺伝子単離まで

ほぼ完了し、Sdr4 の下流に位置することを示唆する結果が得られており、ネットワークの解

明が深まることが期待される。Sdr7 に関してはシロイヌナズナの休眠を制御する遺伝子であ

るものの、日本晴では欠失している同祖体を見出した。

作物の乾燥に対する耐性については、畑圃場において乾燥ストレス条件下で葉巻抵抗性を示

す深根性関連遺伝子座 Dro1 を、深根性品種 Kinandang Patong から、マップベースクローニン

グ法を用いて単一遺伝子として単離することに成功し、特許出願を行った。塹壕法で畑を掘り、

根の分布を直接調査した結果、Dro1 が圃場条件において深根性を示すことが分かった。また、

Dro1 が乾燥条件下で耐乾性を示し、収量増に貢献することを明らかにした。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･1) A 耐塩性に関わるいくつかの有望候補遺伝子を同定することができ

（１） た。穂発芽耐性遺伝子として Sdr4、耐乾燥性遺伝子(深根性関連遺

伝子)として Dro1 遺伝子を同定し、所期の目標は達成できた。Sdr4
の関与する種子休眠に関する遺伝子ネットワークが解明されつつあ

り、また、Dro1 の強干ばつ条件下での収量増加への可能性が示唆

されるなど今後の展開が期待される。
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（２）イネの光環境応答の解明と利用技術の開発

中期計画

ソース能向上に向けて、光合成を含む基本代謝ネットワークの制御機構を明らかにする。

シンク能関連の遺伝子群を同定し、収量性改良の方策を示す。光受容関連突然変異体の単

離・解析並びに構造生物学的解析を通じて光受容体の機能を明らかにする。植物ホルモン

代謝・信号伝達の調節機構の解析を進め、光形態形成との関連を解明する。光周性花芽形

成においては、重要遺伝子の機能解析を中心に進め、光信号の作用点を同定し、長日植物

の分子機構との相違点を解明する。これらを踏まえながら、基本農業形質に光環境が及ぼ

す影響を精査し、その利用技術の開発を図る。

（中期実績）

生産性を支える基本代謝は、一部の例外を除き、植物に共通とされていたが、イネには特有

の基本代謝酵素(葉緑体型 PEPC)が存在し、本酵素が関与する独自の代謝経路が窒素源である

アンモニアの同化に重要な役割を担うことを明らかにした。

栽培イネの葉は野生イネの葉に比べ気孔密度が高いこと、イネ属全体としては気孔密度が光

合成能の規定要因のひとつであるが、栽培イネでは気孔密度以外の様々な要因が光合成能に関

与することを明らかにした。

シンク能関連遺伝子の解析では、収量性に関わる QTL を 8 個同定し、そのうち 2 個(千粒重

を高める TGW6 と粒長を延ばす GL5b)の原因遺伝子を特定した。千粒重を高める QTL と耐倒

伏性を高める QTL(PRL5)がコシヒカリで機能することを示した。

イネの主要な光受容体(フィトクロム 3 種類、クリプトクロム 3 種類、フォトトロピン 2 種

類)ほぼ全ての欠失変異体あるいは機能抑制形質転換体を単離・解析し、緑化、光屈性、光形

態形成等、様々な光応答反応に関与する光受容体とその分子種を同定した。また、それぞれの

光応答反応の分子機構と関与する植物ホルモンを明らかにした。

光形態形成の研究では、節間伸長における植物ホルモン・エチレン生合成遺伝子 ACO1 の機

能とフィトクロムの作用点を明らかにし、フィトクロムを介する節間伸長の制御モデルを提唱

した。また、光照射後速やかに発現が誘導される FR29 が植物ホルモン・ジャスモン酸からの

信号伝達に関与すること、FR29 の過剰発現で細胞分裂が促され、イネの稈と根の伸長が促進

され玄米も大きくなることを示した。

光合成の場である葉緑体の発達には光が不可欠である。転写因子 GLK1 が葉緑体発達の鍵因

子であり、葉緑体関連遺伝子群の光依存的な発現を誘導することで葉緑体の発達を促すことを

明らかにした。また、GLK1 を過剰発現するカルスでは葉緑体が発達し光合成を行うこと、生

長に関わるサイトカイニンが蓄積し、再分化能が長期間維持されることを示した。

光周性花芽形成の研究では、イネの開花制御遺伝子ネットワークの解析を行い、短日植物で

あるイネの開花制御モデルを構築し、特定の遺伝子の組合せで開花期を人為的に制御できるこ

とを示した。イネは 30 分の日長の差を検知して開花を調節できること、日長の検知には概日

時計で制御されるイネ特有の開花遺伝子 Ehd1 と Ghd7 が関与することを明らかにした。また、

圃場で栽培したイネでは、概日時計遺伝子 OsGI は光合成を含む一次代謝以外の遺伝子の発現

制御を介してイネを環境に適応させる作用を持つことを明らかにした。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･1) A イネ特有の基本代謝酵素(葉緑体型 PEPC)の同定と機能解析、開花

（２） 制御モデルの構築等の基礎的成果に加え、千粒重を増やす TGW6,
粒長を延ばす GL5b 遺伝子の同定など比較的応用に近い分野まで幅

広く成果が得られており、概ね所期の計画は達成できた。
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（３）イネの耐病性機構の解明と利用技術の開発

中期計画

実用的ないもち病抵抗性の例として注目されているほ場抵抗性の原因遺伝子を単離し、

抵抗性の分子機構解明を目指す。また、ミュータントパネルや 系統から耐病性変異FOX
体を選抜し、その原因遺伝子を単離・解析して耐病性発現の遺伝子ネットワークを解明す

る。抵抗性誘導剤によって植物の耐病性機構が活性化される誘導抵抗性に関して、遺伝子

機能の利用によりさらに有効な病害防除法を開発するため、シグナル伝達経路と遺伝子発

現調節機構を解明する。

（中期実績）

ほ場抵抗性に関しては、 及び の二つのほ場抵抗性遺伝子を単離した。 タンPb1 Pikahei Pb1
パク質は、真性抵抗性に関わる タンパク質と共通構造を持つが、活性部位のタンパク質構R
造及び発現パターンにおいて タンパク質とは異なっており、これらが よる抵抗性の持R Pb1
続性の決定要因であることが推測された。また、ゲノムの局部的重複によるプロモーターの獲

得により 遺伝子が成立したことを証明した。さらに、 による耐病性は、防御遺伝子のPb1 Pb1
発現制御に関わる転写因子 （下記） をプロテアソーム分解から保護することによっWRKY45
て発現することが示唆された。 に関しては、 遺伝子座に存在する 個の 様遺Pikahei Pikahei 7 R
伝子のうち二つが の抵抗性を構成していることを明らかにした。この結果は、複数のPikahei
抵抗性遺伝子の集積によりほ場抵抗性が成立したことを示している。

ミュータントパネルや 系統からの新規耐病性変異体及び遺伝子の単離に関しては、ミFOX
ュータント・パネルから単離した遺伝子 の解析から、活性酸素を中間シグナル物質とospti1a
したシグナル伝達カスケード が存在し、細胞膜上で機能して真性抵抗性Pdk1-OsOxi1-OsPti1a
と基礎的抵抗性の両方に関与していることが明らかとなった。また、活性酸素を介したシグナ

ル伝達経路に属する キナーゼ・カスケードを明らかにし、これに制御されるファイトアMAP
レキシン合成などの抵抗性反応が明らかになった。 ハンティングでは、双子葉植物と単FOX
子葉植物の両方でいもち病及び白葉枯病に抵抗性を示す遺伝子 などの病害抵抗性関連遺BSR1
伝子を同定し、機能解析及び利用の検討を行っている。

WRKY45 OsNPR1 OsSSI2誘導抵抗性に関しては サリチル酸シグナル伝達経路の構成因子、 、 、

を見出し、いずれも抵抗性発現に重要な機能を担うことを明らかにした。特に は、WRKY45
いもち病及び白葉枯病に対して非常に強い複合抵抗性を示すため飼料イネでの実用化を目指

し、適切な発現レベルの構成的プロモーターの使用によって日本晴において複合抵抗性と農業

形質とを両立できることを示した。また、 による病害抵抗性は、侵入阻止と過敏感WRKY45
反応の 段階からなることを明らかにした。さらに は、ユビキチン プロテアソーム2 WRKY45 /
系による分解制御により、非感染時における抵抗性発現の抑制及び抵抗性誘導時における転写

能の活性化の二面において巧妙に制御されていることを示した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

･ ) いもち病及び白葉枯病に抵抗性を示す 、いもち病に対すB 1 S WRKY45
３ るほ場抵抗性遺伝子 など重要な病害に対する多数の抵抗性遺（ ） Pb1

伝子が同定された。また、これらの成果は基礎的な耐病性機構の解

明のみならず、飼料イネの開発、海外機関との共同研究など応用面

でも着実な進捗がみられ、所期の目標を上回る成果を得たことは高

く評価できる。
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２）昆虫の環境適応機構の解明と制御技術の開発

中期目標

カイコのゲノム情報や生体情報を利用し、昆虫の発生分化・行動や生体防御機構を解明

する。

中期計画

昆虫のゲノム情報や生体情報を活用して昆虫の発育や発生分化・行動等の支配遺伝子、

乾燥耐性と生体防御関連遺伝子・タンパク質等を特定し、それらの機能を解明する。新た

に得られた遺伝子・タンパク質情報を活用することにより、昆虫制御剤標的分子を探索し、

薬剤スクリーニング技術を開発する。また細胞の乾燥保存技術や抗微生物タンパク質の利

用技術を開発する。

（大課題実績）

昆虫制御剤標的遺伝子の探索と利用技術の開発では、カイコの幼若ホルモン(JH)合成前期

経路の全遺伝子、JH 分解に関わる JH エステラーゼとその類縁遺伝子、JH 結合タンパク質と

その類縁遺伝子を網羅的に同定し発現動態を明らかにした。また、JH 合成後期経路遺伝子の

うち、JH エポキシダーゼ CYP15C1 を同定し、その生化学的機能を明らかにした。JH の受容

・シグナル伝達に関しては、コクヌストモドキから、JH 早期応答性転写因子遺伝子 Kruppel
homolog 1(Kr-h1)と JH 受容体候補遺伝子 Methoprene tolerant(Met)を単離し、JH は Met を介し

て Kr-h1 を誘導することで幼虫の変態を抑制することを初めて明らかにした。さらに、カメム

シから新規な構造を持つ JH を同定した。エクダイソンに関しては新規の合成酵素遺伝子を同

定し、カイコの神経ペプチドとその受容体についても、網羅的な同定と発現解析を進め、アラ

トトロピンや前胸腺抑制ペプチド等これまで未知であった受容体の同定に成功した。昆虫の行

動制御に関わる遺伝子に関しては、カイコのドーパミン受容体遺伝子や味覚感覚器で発現する

OBP 等の遺伝子の同定と機能解析を進め、生殖、発生、再生に関わる遺伝子についても、カ

イコ等から nanosP, mos 等の遺伝子を同定するとともに、カブラハバチやヤマトヒメミミズの

RNAi による遺伝子機能解析系を開発した。制御剤のスクリーニング系開発に関しては、カイ

コの JHAMT 阻害剤、JH エポキシダーゼの阻害剤、JH アゴニスト・アンタゴニストのスクリー

ニング系等を開発した。

昆虫の乾燥耐性機構の解明と利用技術の開発では、ネムリユスリカの乾燥休眠（クリプトビ

オシス）機構の解明を進め、トレハロース及び LEA タンパク質の蓄積とガラス化により組織

が保護されることを明らかにした。また、クリプトビオシス過程では、当初想定していなかっ

た酸化ストレスによる生体成分(DNA、タンパク質脂質)の損傷が生じること、及びそれを修

復する仕組みを持つことを明らかにすることができた。さらに、酸化ストレスによる DNA 損

傷の修復機構を持つことにより、ネムリユスリカは放射線に対しても高い耐性を持つことを明

らかにした。これらの研究過程で、トレハローストランスポーターや LEA タンパク質など、

乾燥休眠に関与する多くの遺伝子を単離・機能解明することができ、生体成分の常温保存とい

う応用面での目標に向け大きく前進した。

昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発では、昆虫抗菌性タンパク質由来改変ペプチド

の利用に向け、病原性細菌、病原性原虫に対する作用機構や一部のがん細胞に対しても効果を

示すこと明らかにするとともに、ドラッグデリバリーシステムと組み合わせることにより、効

果的に標的細胞を破壊することができることを示した。また、実用化に向け、耐久性に優れた

抗菌・抗がん活性を持つ改変ペプチド固定化素材を開発した。昆虫の抗ウイルスタンパク質に

ついては、カイコから単離した抗ウイルスタンパク質が、N 末端にユニークな翻訳後修飾を受

けること、ウイルスの細胞への吸着を阻害すること、及びこのタンパク質の遺伝子をノックダ

ウンするとカイコのウイルス感受性が上昇することから、実際にカイコの生体防御機構に関与

していることが明らかにした。昆虫由来の抗トリパノソーマ活性物質として、カイコ蛹よりリ

ボフラビンを同定し、経口投与により抗トリパノソーマ活性を示すことを明らかにした。昆虫

抗微生物タンパク質の発現誘導については、カイコから BmNPV 応答遺伝子を同定し、そのう

ちいくつかは BmNPV の細胞内増殖の抑制に関わることを明らかにした。さらに、線虫由来の
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改変ペプチドから、多種の抗微生物ペプチドの殺作用に対する増強効果を持つペプチドや、逆

に抑制効果を持つペプチドを見出し、その効果に必要な領域を特定した。

以上のように、昆虫の発生分化や生体防御に関わる多くの遺伝子を単離・機能解析し、これ

らを利用した制御剤のスクリーニング系を開発する等、中期計画を十分に達成した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｂ・２） A カイコ幼若ホルモン(JH)の合成前期経路の全遺伝子、分解に関

わる JH エステラーゼとその類縁遺伝子、情報伝達に関わる遺伝子

が同定され機能解明が進んだ。また、カメムシから新規な構造を持

つ JH を同定した。これらの成果の一部は民間との連携へ発展して

いる。トレハローストランスポーターや LEA タンパク質などネム

リユスリカの耐乾燥性の概要を明らかにし、乾燥過程における酸化

ストレスによる DNA 損傷と回復時の修復の重要性を見いだした。

ネムリユスリカの宇宙生物学の実験材料としての使用や、トレハ

ロース輸送体遺伝子の常温保存への利用など、応用面での展開も評

価できる。抗菌性タンパク質由来改変ペプチドの病原性細菌や原虫、

がん細胞に対する作用機構、抗ウィルスタンパク質の単離・構造解

析、BmNPV 応答遺伝子の同定など所期の目標は概ね達成している。

改変ペプチドに関しては、民間企業と連携が始まっており今後の展

開が期待される。以上概ね所期の目標は達成できたといえる。
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（１）昆虫制御剤標的遺伝子の探索と利用技術の開発

中期計画

昆虫等のゲノム情報を活用し、幼若ホルモン、エクダイソン等の昆虫ホルモンの生合成

や受容・シグナル伝達、生殖・発生及び行動制御、相変異に係わる遺伝子を探索・単離し、

その機能を解明する。単離した遺伝子を標的とした昆虫制御剤の合理的開発に必要な分子

情報を取得しスクリーニング技術を開発する。

（中期実績）

昆虫ホルモンの生合成や受容・シグナル伝達に関わる遺伝子の探索・単離、及び機能解明の

うち、幼若ホルモン(JH)に関しては、カイコのゲノム情報を利用して、JH 合成前期経路の全

遺伝子、JH 分解に関わる JH エステラーゼとその類縁遺伝子、JH 結合タンパク質とその類縁

遺伝子を網羅的に同定し、それらの発現動態を明らかにした。また、JH 合成後期経路遺伝子

について、カイコから JH エポキシダーゼ CYP15C1 を同定し、その生化学的機能を明らかに

するとともに、眠性変異体 mod の原因遺伝子であることを明らかにした。また、RNA 干渉法

(RNAi)によりコクヌストモドキの JH 酸メチル基転移酵素(JHAMT)遺伝子が JH 生合成及び変

態の制御に重要なことを明らかにした。JH の受容・シグナル伝達に関しては、コクヌストモ

ドキから、JH 早期応答性転写因子遺伝子 Kruppel homolog 1(Kr-h1)と JH 受容体候補遺伝子

Methoprene tolerant(Met)を単離し、RNAi 法等により、JH は Met を介して Kr-h1 を誘導するこ

とで幼虫の変態を抑制することを初めて明らかにした。さらに、カイコ培養細胞においても

Kr-h1 遺伝子が JH により早期に誘導されることを発見し、その JH 応答配列(JHRE)を同定し

た。また、ヒト培養細胞を用いてカイコの Met2 が JH 受容体の可能性が高いことを示した。

さらに、カメムシから新規な構造を持つ JH を同定した。エクダイソンに関しては新規の合成

酵素遺伝子を同定し、カイコの眠性突然変異体 nm-g の原因遺伝子であることを明らかにした。

カイコの神経ペプチド及びペプチド受容体についても、網羅的な同定と発現解析を進め、アラ

トトロピンや前胸腺抑制ペプチド(PTSP)等これまで未知であった受容体の同定に成功した。

以上のように、昆虫ホルモンに関わる遺伝子の単離と機能解明が大きく進んだ。

昆虫の行動制御に関わる遺伝子に関しては、カイコのドーパミン受容体遺伝子や味覚感覚器

で発現する OBP 等の遺伝子の同定と機能解析が進んだ。生殖、発生、再生に関わる遺伝子に

ついても、カイコ等から nanosP, mos 等の遺伝子の同定と機能解明が進んだ。また、カブラハ

バチやヤマトヒメミミズの RNAi による遺伝子機能解析系の開発が進んだ。

制御剤のスクリーニング系開発に関しては、単離した上記の遺伝子を利用して、カイコの

JHAMT 阻害剤、JH エポキシダーゼの阻害剤、及び JHRE を利用した JH アゴニスト・アンタ

ゴニストのスクリーニング系を開発した。またドーパミン受容体のアゴニスト・アンタゴニス

ト活性測定系を確立した。以上のように、中期計画の目標をほぼ全て達成した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･2) A 昆虫ホルモンのうち、幼若ホルモン(JH)の合成、分解、情報伝達

（１） に関わる遺伝子が同定され機能解明が進んだ。また、カメムシから

新規な構造を持つ JH を同定した。これらの成果の一部は民間との

連携へ発展しており、所期の目標は概ね達成されたといえる。
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（２）昆虫の乾燥耐性機構の解明と利用技術の開発

中期計画

ネムリユスリカの乾燥耐性の分子機構を解明するため、乾燥耐性関連遺伝子の単離と機

能解明、乾燥ストレス応答機構、乾燥休眠誘導及び覚醒に伴うトレハロース代謝の調節機

構の解明を行う。これらの分子機構を応用し他種生物の細胞に乾燥耐性を付加する技術を

開発する。

（中期実績）

ネムリユスリカは高等生物ながら、体の水分をほぼ完全に失っても致死しない。この極限的

な乾燥耐性（クリプトビオシス）の分子機序を解明することは、基礎研究の観点、すなわち「細

胞の持つ乾燥ストレスに対する潜在能力」を把握することのみならず「常温保存」というエネ

ルギーフリーの新規の保存技術を開発していく上でも重要な課題である。まず乾燥ストレスか

らの防御機構の解明から着手した。水の代替分子であるトレハロースの乾燥ストレス保護機能

については、「水置換説」と「ガラス化説」が提唱されていたが、我々は両仮説の機能がクリ

プトビオシス過程で調和的に働いていることを生化学及び物理化学的な解析によって実証し

た。クリプトビオシス特異的に発現する LEA タンパク質の機能については、提唱されていた

鉄筋コンクリート仮説の中で「鉄筋」の役割、すなわち細胞骨格として細胞を物理的に保護し

ていると推測されていた（ちなみにコンクリートに相当するのはトレハロース）。この仮説に

ついても LEA ペプチドを合成して性状解析を行い実証した。ネムリユスリカのクリプトビオ

シス過程で活性酸素が発生し、それによって生体成分に損傷（DNA 切断、タンパク質カルボ

ニル化、脂質の過酸化等）が生じていること、そして損傷した DNA は再水和４日後には完全

に修復していることがわかった。ちなみに、これまでクリプトビオシス生物の DNA の損傷と

修復についての確証はなかった。相同組換による DNA 修復する酵素遺伝子（Rad51）の大き

な発現ピークが認められたことから DNA 二重鎖切断を伴う大規模な損傷とその修復が示唆さ

れた。身体から水分を完全に失う程の乾燥ストレスは生体成分や細胞に致命的な損傷をもたら

すが、クリプトビオシス生物は被った損傷を修復する能力を備えていた。ネムリユスリカは放

射線に対しても高い耐性を示す。クリプトビオシスに伴う DNA 損傷の規模は、70 Gy のヘリ

ウムイオンビーム照射後の損傷と同程度であった。優れた DNA 修復能を備えたネムリユスリ

カは放射線ストレスで損傷した DNA を速やかに修復することができる。応用研究の面では、

トレハロースの細胞膜透過を可能にするトレハロース輸送体遺伝子 (TRET1)を単離すること

に成功し、常温保存の実現に向けての大きな貢献ができた。ロシア科学アカデミーと共同で国

際宇宙ステーション船外にネムリユスリカを 30 ヶ月間暴露する実験を行い、真空に対する影

響等に関する貴重なデータを得ることができた。宇宙生物学の実験材料としての優位性を評価

され、2011 年秋に計画されている火星衛星(フォボス)探査ロケットへの登載が決定している。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･2) A トレハローストランスポーターや LEA タンパク質など、ネムリ

（２） ユスリカの耐乾燥性の概要を明らかにし、乾燥過程における酸化ス

トレスによる DNA 損傷と回復時の修復の重要性を見いだすなど、

所期の目標は概ね達成できた。ネムリユスリカの宇宙生物学の実験

材料としての使用や、トレハロース輸送体遺伝子の常温保存への利

用など、応用面での展開も評価できる。
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（３）昆虫の生体防御機構の解明と利用技術の開発

中期計画

昆虫の抗菌性タンパク質を基に改変した合成オリゴペプチドの薬剤耐性病原細菌及び病

原原虫に対する生理作用や感染増殖阻止効果を解明する。昆虫の抗ウイルスタンパク質を

分離・同定し、その生理機能を明らかにするとともに、生体防御における役割を解明する。

昆虫抗微生物タンパク質遺伝子の微生物感染による発現誘導についてシグナル伝達に関与

する因子を中心にその機能を調べ、遺伝子活性化機構を解明する。

（中期実績）

昆虫抗菌性タンパク質由来改変ペプチドの研究については、病原性細菌、病原性原虫に対す

る作用機構を解明するとともに、改変ペプチドが一部のがん細胞に対しても効果を示すことを

明らかにした。さらにドラッグデリバリーシステムと組み合わせることにより、効果的に標的

細胞を破壊することができることを示した。また、耐久性に優れた抗菌・抗がん活性を持つ改

変ペプチド固定化素材を開発した。

昆虫の抗ウイルスタンパク質については、カイコより抗ウイルスタンパク質の単離・構造解

析を行い、N 末端にユニークな翻訳後修飾を受けることを明らかにした。本タンパク質は

BmNPV の細胞への吸着を阻害することを明らかにした。また、本タンパク質遺伝子をノック

ダウンすることにより、カイコのウイルス感受性が上昇することから、実際にカイコの生体防

御機構に関与していることが明らかとなった。

昆虫抗微生物タンパク質の微生物感染による発現誘導については、マイクロアレイ及び定量

RT-PCR 解析を行いカイコから BmNPV 応答遺伝子を同定した。カイコ培養細胞でのノックダ

ウン解析から、そのうちいくつかの遺伝子産物が BmNPV の細胞内増殖の抑制に関わることが

示唆された。さらに、ある転写因子は BmNPV の細胞内増殖に必須である前初期遺伝子の発現

を抑制することで BmNPV の細胞内増殖を抑制することが明らかとなった。

昆虫由来の抗トリパノソーマ活性物質として、カイコ蛹よりリボフラビンを同定し、経口投

与により抗トリパノソーマ活性を示すことを明らかにした。

タカサゴシロアリ由来の新規抗がん活性物質を単離・同定した。

既知のタンパク質と相同性が無く、機能不明だったタイワンカブトムシの体液タンパク質オ

リクチンを立体構造解析からプロテアーゼインヒビターであることを明らかにし、立体構造解

析から未知タンパク質の機能を推定できることを示した。

簡易な新規 shRNA 発現プラスミドの構築法及び、発現ベクターに挿入された DNA を逆方

向反復配列にする新規手法を開発した。

線虫由来の改変ペプチドから、これまで報告がほとんどない多種の抗微生物ペプチドの殺菌

作用に対する増強効果を持つペプチドを見出した。また、逆に抑制効果を持つペプチドも見出

し、その効果に必要な領域を特定した。酸-アミド置換による新規な抗微生物ペプチドの骨格

を作出する方法を提唱した。富システイン型抗微生物ペプチドの分子内ジスルフィド結合の再

構成による分子進化の証拠を、初めて見出した。抗微生物ペプチドの感受性に関係するリン脂

質・カルディオリピンの合成酵素を黄色ブドウ球菌において遺伝学的に解析し、生理的役割を

明らかにした。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･2) A 抗菌性タンパク質由来改変ペプチドの病原性細菌や原虫、がん細

（３） 胞に対する作用機構、抗ウィルスタンパク質の単離・構造解析、

BmNPV 応答遺伝子の同定など所期の目標は概ね達成している。改

変ペプチドに関しては、民間企業と連携が始まっており今後の展開

が期待される。



- 79 -

３）家畜の発生分化・行動の生体制御機構の解明

中期目標

ブタ等のゲノム情報と生体情報を用い、生殖細胞の分化機構や着床制御機構を解明し、

生殖制御技術の高度化を図る。また、摂食・繁殖等、家畜の本能行動制御機構を解明する。

中期計画

家畜のゲノムリソースやゲノム情報を活用して、生殖細胞の分化、成熟や減数分裂の制

御機構及び幹細胞の増殖・分化制御機構を解明し、新たな家畜生殖技術等の開発につなげ

る。また、胎盤機能、母胎間相互作用の制御技術を開発して受胎率向上に貢献する。家畜

の生産性に影響を及ぼす摂食、生殖行動等の本能行動における脳内生理機能に対するフェ

ロモン等の外的環境要因の作用機構を解析し、本能行動制御機構を解明する。

（大課題実績）

家畜の生殖細胞に関わる研究では、ガラス化法によるブタ体外成熟受精卵の超低温保存を成功（世

界初）させるとともに、ブタ前精祖細胞をマウス体内で成熟させ、顕微授精により正常な仔豚を作

出する技術を開発（世界初）した。これらの成果は Nature Japan web の特集記事や多くの新聞等に

掲載された。幹細胞に関わる研究では、ウサギ、ウシ及びブタにおいてＥＳ（様）細胞の樹立を行

うとともに、ウシＥＳ（様）細胞を高率で樹立する培養法を開発した。また網羅的遺伝子発現解析

とメチル化解析により、体外受精胚由来と体細胞核移植胚由来のＥＳ（様）細胞は遺伝子発現パター

ンが異なり、分化能等に差違のある可能性を示した。着床・胎盤形成に関わる研究では、独自開発

したウシ胎盤マイクロアレイを用いたトランスクリプトーム解析により、反芻動物胎盤特有に発現

するプロラクチンファミリータンパク質と骨形成ファミリータンパク質を中心とする因子が卵胞発

育や胚発生及び胎盤形成に関与することを、胎盤の栄養膜単核細胞で特異的に発現する新規のレト

ロトランスポゾン遺伝子があることなどの成果が得られた。また胎子生存率の向上のために、子宮

修復の程度や胎盤形成を評価する新たなアッセイ系の開発などが進んだ。このように発生分化に関

わる当該課題は概ね順調に進捗した。

家畜のストレスに関わる研究では、ウシにおいてオキシトシンがストレス反応を脳内で抑制する

神経伝達物質の一つであり、その関連物質の遺伝子多型がストレス感受性や社会行動特性、泌乳量

などに影響する可能性を明らかにした。匂いに関わる研究では、ブタにおいて適切な匂いを組み合

わせた連合学習が行動制御に有効なツールとなる可能性を認めた。生殖活動に関わる研究では、ヤ

ギを用いて、キスペプチン神経（Kiss）系を介した繁殖制御機構について、弓状核 Kiss と共存する

ニューロキニン B 及びダイノルフィンとの相互作用を明らかにし、これら３者によるパルス状

GnRH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）／黄体形成ホルモン分泌制御メカニズムに関する新たな

説を世界に先駆けて提唱するとともに、ニューロキニン B 作動薬が卵胞発育促進剤として、キス

ペプチン作動薬が排卵誘発剤として有用な物質となる可能性を示した。また、GnRH 分泌を促進す

る雄効果フェロモンの中枢作用メカニズムに関する新たなモデルを提唱した。なお、Kiss に関わる

成果については、世界の生物医学系研究者の必読の論文として高く評価されるとともに、朝日、日

経などの新聞、ＮＨＫなどで広く情報発信されるなど、計画以上に順調に進捗した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｂ・３） A ブタ前精祖細胞をマウス体内で成熟させ、顕微授精により正常な仔

豚を作出する技術を開発し、その後代も正常な繁殖能力があることを

確認した。ヤギのキスペプチン神経（Kiss）系を介した繁殖制御機構

を明らかにし、ニューロキニン B 作動薬が卵胞発育促進剤として、キ

スペプチン作動薬が排卵誘発剤として有用な物質となる可能性を示す

など、所期の計画はほぼ達成できた。
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（１）発生分化に関する因子と機構の解明

中期計画

ほ乳動物の配偶子を形成する生殖細胞や多分化能を維持した幹細胞の分化・増殖のダイ

ナミクス、ゲノム情報等を用いた生殖細胞の分化・成熟・減数分裂の分子機構、並びに幹

細胞の分化制御機構を解明し、分化誘導技術を確立する。また、ウシ受胎産物のトランス

クリプトーム解析により着床・胎盤形成機序とその機能を解明し、胎子生存率を向上させ

る技術を開発する。

（中期実績）

中期計画 B31 は、生殖細胞、着床胎盤及び幹細胞をキーワードに、新しい家畜生殖技術の

基盤を確立するための基礎研究を中心に実施した。以下のように計画は概ね達成されたが、一

方、新知見をどのように実用的な技術に繋げていくかが、今後の問題として残された。

生殖細胞の分化・成熟・減数分裂の分子機構の解明としては、雄特異的な遺伝子発現を制御

するタンパク質として TAF170 を同定した。また、精子形成における翻訳調節において、リボ

ソームの輸送機構が重要であることを示した。さらに、マウス精子形成異常の原因遺伝子をマ

ッピングした。生殖細胞の分化誘導技術の確立では、仔ブタの未発育生殖細胞を、異種移植に

よって正常な精子に成熟・分化させる手法を開発し、この精子から仔ブタを世界で初めて生産

した。また、実用技術として、ブタ卵子のガラス化超低温保存法を開発した。

着床・胎盤形成機序とその機能の解明としては、独自に開発してきたウシマイクロアレイを

基盤として、反芻動物に特異的な胎盤性プロラクチンファミリータンパク質が血管新生を促進

する機構の一部を解明した。また、ウシ胎盤の栄養膜細胞で発現する新たなレトロトランスポ

ゾン遺伝子 SOLD1 を同定した。さらに、BMP4、GDF9、BMP15 及び TKDPs の機能を明らか

にした。加えて、通常の培養期間を超えた伸長胚培養系を確立し、マイクロアレイ解析により、

着床に向けたウシ胚の遺伝子発現の変化を捉えることが可能となった。胎子生存率を向上させ

る技術の開発では、胎盤形成や子宮修復の程度を評価するための新たな血中指標のアッセイ系、

簡便な過剰排卵処理法（過剰数の卵子を排卵させる方法）及び血液細胞に発現する特異分子を

指標としたウシの超早期妊娠診断法を開発した。

幹細胞の分化制御機構の解明としては、それまでに開発した分化能の異なる ES 細胞の分取

技術を基盤に、同定された未分化性維持に関わる Bspry 遺伝子の機能解析を行い、初期発生や

ES 細胞の樹立過程に関与することを明らかにした。また、ES 細胞のエピジェネティックな状

態を GFP の発現により可視化するモデル系を確立し、分化方向が決定していく段階で ES 細胞

はエピジェネティックに変動していることを明らかにした。幹細胞の分化誘導技術の確立では、

基盤となる効率的な家畜 ES 細胞の樹立法を開発した。すなわち、樹立の過程で血清培養と分

化阻害剤を加えた無血清培養を用いた 2 段階培養法により、体外受精及び体細胞核移植ウシ胚

から ES 様細胞を樹立した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･3) A ブタ未発育生殖細胞をマウス中で成熟させ、得られた精子を授精

（１） させて正常な仔ブタを生産する手法の開発、ウシの超早期妊娠診断

法の開発、効率的な体外受精及び体細胞核移植ウシ胚からの ES 様

細胞の樹立など概ね所期の計画は達成した。今後の実用研究への展

開が期待される。
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（２）家畜における本能行動の制御要因の解明

中期計画

ストレス反応軽減技術や匂い等による行動制御技術の開発に資するため、家畜の海馬、

視床下部等の大脳辺縁系におけるアミン作動性神経活動等の調節機構とストレスや匂いに

よる行動変化との関連、ストレス反応軽減技術や匂いによる行動変化の神経機構を解明す

る。また、家畜の生殖活動制御技術の開発に資するため、体内の栄養状態を反映する代謝

関連物質やフェロモン等の嗅覚物質の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調節中枢に対す

る作用機構を解明する。

（中期実績）

ストレスの研究では、ウシにおいてオキシトシンがストレス反応を脳内で抑制する神経伝達

物質の一つであることを明らかにし、さらに、オキシトシンが社会的親和性等の行動発達に影

響を与えている可能性や、オキシトシン受容体遺伝子や CD38 等の遺伝子多型が行動特性や生

産形質と相関している可能性などを示し、ストレス反応軽減技術開発に向けた基盤的な知見を

得た。成長ホルモンの研究では、ウシにおける成長ホルモン分泌には概日リズムがあり夜間の

成長ホルモン分泌が光暴露により強く抑制されることなど、光周期の情報が成長ホルモンの分

泌に関与していることを明らかにし、ウシの生理機能に即した飼育環境構築への端緒となる知

見を得た。

匂い学習の研究では、ブタにおいて海馬の神経活動を指標とした解析を行い、適切な匂いを

組み合わせた連合学習が行動制御に有効なツールとなる可能性を認めた。繁殖の研究では、新

規脳内生理活性物質であるキスペプチンに着目し、まず、ヤギにおいてキスペプチン神経細胞

の活動解析手法を確立した。次に、その手法を用いて先導的な研究を展開し、動物の繁殖機能

制御に関わる中枢神経メカニズムの解明の進展に大きく貢献する新たな知見を得た。とりわけ、

キスペプチン神経細胞の脈動的活動制御に関わるニューロキニン B とダイノルフィンの役割

に関する知見は、卵胞発育や精子形成に中心的な役割を担う性腺刺激ホルモン放出ホルモン

(GnRH)のパルス状分泌調節メカニズムの一端を解明するものとして、世界的な評価を得た。

さらにそれらの結果を基に、ニューロキニン B アゴニストが卵胞発育促進剤として、キスペ

プチンアゴニストが排卵誘発剤として有用な物質となる可能性等、家畜の生殖活動制御技術の

開発に資する知見を得た。また、栄養状態を反映した繁殖機能調節に、キスペプチン神経細胞

が関与している可能性を示した。

フェロモンの研究では、GnRH 分泌を促進する雄効果フェロモンの中枢作用メカニズムにキ

スペプチン/ニューロキニン B 系が関与していることを明らかにし、フェロモンの作用機構に

関する新たモデルを提唱した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･3) A キスペプチンの活動解析手法の開発とそれを用いた繁殖制御に関

（２） する中枢神経メカニズムを解明は学術、応用の両面から評価され、

所期の目標は概ね達成したといえる。
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４）生物間相互作用の解明と制御技術の開発

中期目標

植物－微生物、昆虫－昆虫・植物・微生物等の相互作用に着目して、植物共生菌の共生

機構、植物病原微生物の感染機構、昆虫行動制御機構、昆虫ウイルス・微生物の感染機構

等を生化学的・分子生物学的に解明する。

中期計画

自然界ではさまざまな生物が相互作用を保ちながら棲息し、自然環境や農業生産に大き

な影響を及ぼしている。そこで、非マメ科植物への窒素固定能力付与の基盤として、マメ

科共生菌による共生窒素固定の成立機構を解明する。また、植物と微生物、昆虫と昆虫・

植物・微生物との相互作用を取り上げ、植物病原微生物の感染機構、昆虫行動制御物質・

植物由来耐虫性物質等による昆虫制御機構、昆虫ウイルス・微生物の感染機構等を解明す

ることにより植物保護のための基盤技術を開発する。

（大課題実績）

植物と微生物の相互作用に関しては、根粒菌・菌根菌共生、ウイルス増殖機構、病原性発現

機構のそれぞれの研究で大きな成果を上げた。窒素固定共生に係わる植物側の遺伝子ネット

ワークの解明に関しては、根粒共生・菌根菌共生の両方に必須の遺伝子 CCaMK、Cyclops を同

定するとともに、それぞれの機能を明らかにした。これは、非マメ科植物への根粒共生能付与

の第 1 歩となる知見である。また、共生窒素固定の中後期過程で機能を果たす FEN1 の同定・

機能解析から、窒素固定反応を触媒する酵素の反応中心のコファクターが宿主により供給され

ることを示した。植物 RNA ウイルスの増殖及び増殖抑制機構については、トバモウイルスの

増殖に必須な宿主因子を同定した。また、複製を阻害する機能を持つユニークなウイルス抵抗

性遺伝子をトマトで初めて同定するとともに、この遺伝子産物がウイルスに対する非宿主抵抗

性に関わることを証明した。病原性発現機構に関しては、イネいもち病菌は感染開始時に細胞

壁表層をα-1,3-グルカンで被覆しイネの多糖分解酵素による攻撃を回避することを見出した

（2009 年農林水産研究成果 10 大トピックス 10 位）。この成果を応用した新規の耐病性作物開

発が進んでいる。また、分泌型カタラーゼと 2’-デオキシウリジンがいもち病菌の感染を促

進する因子として作用することを見出した。

昆虫・昆虫間、昆虫・植物間相互作用の解明と利用技術の開発では、イネのツマグロヨコバ

イ抵抗性遺伝子 GrhX について、ほぼ単離に成功し、GrhX 候補領域のみが Nona Bokra 型であ

るコシヒカリ固定系統の選抜にも成功した。トビイロウンカ抵抗性遺伝子については Bph21(t)
の高密度連鎖地図を作製し、Bph3 についても遺伝子単離を進めている。クワ乳液由来の新規

耐虫性タンパク質 MLX56 については成長阻害活性の要因が栄養素の消化、特にタンパク質の

消化・吸収ではないことが示唆された。クワとは別に新たにウリ科のトウガンの師管滲出液か

らもチョウ目昆虫に成長阻害活性のある物質が見つかり、同定を進めている。ヒメハナカメム

シ類、ケナガカブリダニ等の天敵利用については、DNA マーカーを作製して識別法を確立し、

野外個体群の移動分散の解析や地理的系統の解析を可能にした。また、天敵に食べられた餌種

を DNA マーカーによって同定する技術を開発し、天敵の農業生態系での役割を解析する手法

を確立した。情報化学物質の利用では、異なる寄主植物を加害するゴマダラカミキリ個体群の

行動制御物質が異なることを明らかにし、ケブカアカチャコガネの性フェロモンについては、

交信撹乱法への利用が実用化段階に達した。

昆虫・微生物間相互作用の解明と利用技術の開発では、Bt 毒素抵抗性カイコからポジショ

ナルクローニングにより抵抗性遺伝子を単離し、糸状菌病抵抗性遺伝子についても染色体座乗

部位を特定した。昆虫ウイルスに関しては、昆虫ポックスウイルス(AcEPV)の産生するウイル

ス感染増進物質(フゾリンタンパク質)の分子構造と宿主への作用機作を解明し、ジシストロウ

イルス複製酵素タンパク質類の組成をチャバネアオカメムシ腸管ウイルスを用いて明らかにし

た。共生微生物による宿主昆虫の生殖制御については、共生微生物ウォルバキアによる宿主昆

虫のメス化には dsx 遺伝子が関与することを明らかにし、培養細胞を用いた性転換実験系の確

立にも成功した。また、数種の昆虫微生物(ヨコバイの Sulcia 細菌と beta-proteobacteria 細菌、
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昆虫ポックスウイルス(AcEPV))の全ゲノムを解読するとともに、EST 解析によりツマグロヨ

コバイの共生におけるペプチドグリカン認識タンパク質の重要性を示した。さらに、次期に向

け各種害虫(トビイロウンカ、ツマグロヨコバイ、ワタアブラムシ、ナミハダニ、チャバネア

オカメムシ)の EST データベースを作製し、トビイロウンカについては、ゲノムリソースを作

製した。

以上のように、ほぼ中期計画を達成した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｂ・４） A 窒素固定共生に係わる植物側の遺伝子ネットワークの解明に関し

ては、根粒共生・菌根菌共生の両方に必須の遺伝子 CCaMK、Cyclops
を同定するとともに、それぞれの機能を明らかにした。また、共生

窒素固定の中後期過程で機能を果たす FEN1 の同定・機能解析か

ら、窒素固定反応を触媒する酵素の反応中心のコファクターが宿主

により供給されることを示した。トバモウイルスの増殖に必須な宿

主因子を同定した。また、ゲノム複製を阻害する機能を持つユニー

クなウイルス抵抗性遺伝子をトマトで初めて同定し、この遺伝子産

物がウイルスに対する非宿主抵抗性に関わることを証明した。イネ

いもち病菌は感染開始時に細胞壁表層をαグルカンで被覆しイネの

多糖分解酵素による攻撃を回避することを見出した。イネのツマグ

ロヨコバイ抵抗性遺伝子 GrhX についてほぼ単離に成功し、トビイ

ロウンカ抵抗性遺伝子については Bph21(t)の座乗位置の絞り込み

が進んだ。ケブカアカチャコガネの性フェロモンを用いた交信撹乱

法が実用段階に達した。カイコの Bt 毒素抵抗性遺伝子を単離し、

ウォルバキアのメス化への宿主昆虫の関与を解明し、各種害虫の

EST データベースの作製さらにはトビイロウンカのゲノムリソース

の作製を行った。以上のように所期の計画は概ね達成できた。
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（１）植物・微生物間相互作用の解明

中期計画

根粒菌・菌根菌共生に共通する初期シグナル伝達系と、それに続く根粒菌感染・根粒形

成に必須な宿主因子の解析を進め、窒素固定共生に係わる植物側の遺伝子ネットワークを

解明する。また、これら遺伝子のイネオルソログの解析を通じて、非マメ科植物への窒素

固定共生能の付与を目指す。植物 RNA ウイルスの増殖及び増殖抑制に係わる宿主因子の

単離・同定を進め、それらの機能解析を通じてウイルスの増殖及び病徴発現抑制の分子機

構を解明する。イネいもち病菌、白葉枯病菌の感染・発病の初期過程において病原性ある

いは宿主の抵抗性誘導に係わる病原菌遺伝子と、それに応答するイネの遺伝子の同定・機

能解明を通じて、感染初期における相互作用を解明する。

（中期実績）

窒素固定共生に係わる植物側の遺伝子ネットワークの解明については、モデルマメ科植物ミ

ヤコグサを用いて根粒共生、菌根共生両方に必須の遺伝子群(CSP)の一つ CCaMK が根粒共生

と菌根共生のシグナル分岐に重要な役割を持つこと、共生を分担制御する二つのイオンチャネ

ル CASTOR 及び POLLUX は植物種によっては、アミノ酸変異によって進化の途上で出現した

機能獲得型 POLLUX によりそれ単独で共生を制御し得ること、根粒共生と菌根共生の両方に

新規遺伝子 Cyclops が重要であることを発見した。共生窒素固定の中・後期過程で機能を果た

す Cerberus など新規遺伝子産物の機能を解明し、窒素固定反応を触媒する酵素の反応中心の

コファクターが宿主遺伝子産物 FEN1 によって合成され窒素固定細菌に供給されることを発見

した。イオンビーム法等により根粒共生に関わる新規遺伝子座を多数同定するとともに、トラ

ンスポゾンを用いたミヤコグサミュータントパネルを確立した。非マメ科植物への窒素固定共

生能の付与については、ミヤコグサ CSP のホモログがイネにも存在し、ミヤコグサの根粒共

生に機能を保持していることを明らかにし、非マメ科植物への根粒共生能付与の第 1 歩となる

知見を得た。

植物 RNA ウイルスの増殖及び増殖抑制機構については、トバモウイルスの増殖に必須な宿

主因子を同定するとともにウイルスゲノム複製に関わるタンパク質との相互作用様式を構造生

物学的手法も援用して明らかにした。ゲノム複製を阻害する機能を持つユニークなウイルス抵

抗性遺伝子をトマトで初めて同定するとともにこの遺伝子産物がウイルスに対する非宿主抵抗

性に関わることを証明した。ウイルス抵抗性反応である過敏感細胞死の時系列イベントを明ら

かにするとともに宿主の MAP Kinase が宿主内におけるウイルスの増殖・移行に果たす役割を

明らかにした。

イネいもち病菌、白葉枯病菌の感染・発病の初期過程については、イネいもち病菌は感染行

動開始時に細胞壁表層をα-1,3-グルカンで被覆しイネの多糖分解酵素による攻撃を回避するこ

と、微生物由来のα-1,3-グルカナーゼ遺伝子を導入したイネがいもち病抵抗性を示すこと、分

泌型カタラーゼと 2’-デオキシウリジンがいもち病菌の感染を促進する因子として作用する

ことを見出した。イネゲノム中にいもち病抵抗性を負に制御するものがあることを明らかにし

た。イネとイネいもち病菌の初期相互作用を可視化する実験系を確立した。白葉枯病菌エフェ

クター遺伝子を同定するとともに単一で病原性に関わる遺伝子を発見し、それらが植物の基礎

的抵抗性を抑制することを示した。これらの成果により中期計画はほぼ達成したと考えている。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･4) S 根粒共生、菌根共生に関わる遺伝群(CSP)を同定、機能解明、ト

（１） バモウイルスの増殖に必須な宿主因子を同定、いもち病菌の感染機

構を解明するなど所期の計画を十分に達成している。イネにも CSP
のホモログが存在し機能を保持していることを明らかにし、また、

α-1-3-グルカナーゼ形質転換イネがいもち病抵抗性を示すなど今後

の展開が期待される成果も得られている。



- 85 -

（２）昆虫・昆虫間、昆虫・植物間相互作用の解明と利用技術の開発

中期計画

害虫の生物的防除技術の新素材を開発するため、昆虫に対し顕著な耐虫性を有するイネ

等栽培植物や野生植物における耐虫性に係わる物質や遺伝子の特定と生理作用機構の解明

を行うとともに、昆虫が耐虫性を打破する機構を解明する。天敵と寄主昆虫の遺伝的マー

カーを開発し、天敵の寄主選好性及び生態系の中での役割を解明する。フェロモン等の行

動制御物質を同定し、それらの解析を通して難防除害虫や天敵類の行動制御機構を解明す

る。

（中期実績）

昆虫に対してイネが保有する耐虫性遺伝子の特定については、インド型イネ品種「Nona
Bokra」が保有するツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子 GrhX 候補領域の DNA 断片を有する「日本

晴」形質転換体を育成中であり、ほぼ単離に近づいた。また GrhX 候補領域のみが Nona Bokra
型であるコシヒカリ固定系統の選抜にも成功した。トビイロウンカ抵抗性遺伝子については

Bph21(t)の高密度連鎖地図を作製し、Bph3 についても遺伝子単離に向けた材料の育成を開始

した。さらに、昆虫が耐虫性を打破する機構の解明については、クワに含まれる耐虫性物質で

ある糖類似アルカロイドに対して、カイコが解毒酵素を発達させて摂食を可能としていること

を明らかにした。

野生植物における耐虫性に係わる物質の特定と生理作用機構の解明については、クワ乳液由

来の新規耐虫性タンパク質 MLX56 のシロイヌナズナへの遺伝子導入を試みたがうまく行かな

かったため、エタノール沈殿による精製物を用いた機能解明の実験を開始し、成長阻害活性の

要因が栄養素の消化、特にタンパク質の消化・吸収ではないことを示唆する結果が得られてい

る。クワとは別に新たにウリ科のトウガンの師管滲出液からもチョウ目昆虫に成長阻害活性の

ある物質が見つかり、現在同定を進めている。

天敵と寄主の遺伝的マーカーの開発については、DNA マーカー作製が終わったヒメハナカ

メムシ類、ケナガカブリダニ等の捕食性天敵等に関して、野外個体群の移動分散の解析や地理

的系統の解析が可能になった。また、天敵に食べられた餌種を DNA マーカーによって同定す

る技術を開発し、天敵の農業生態系での役割を解析する手法を確立した。また、天敵の寄主選

好性については、寄生蜂が寄主の生体防御を回避して寄生を成功させるメカニズムを研究する

のに有用な寄主由来の培養細胞株を樹立した。

フェロモン等の行動制御物質の同定と解析については、ゴマダラカミキリが寄主植物由来の

揮発性化学物質を配偶行動に利用することを明らかにし、カンキツ、ヤナギ、ブルーベリーな

ど加害する寄主植物によって行動制御物質が異なることを明らかにした。また、サトウキビ害

虫ケブカアカチャコガネの性フェロモンについては、交信撹乱法への利用が実用化段階に達し

ている。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･4) A ツマグロヨコバイ抵抗性遺伝子、トビイロウンカ抵抗性遺伝子は

（２） 同定に向け着実な進捗がみられる。クワ乳液由来耐虫性タンパク質、

トウガン師管滲出液由来の昆虫成長阻害物質を発見するなど応用研

究への展開が期待される。また、ケブカアカチャコガネの性フェロ

モンを用いた交信撹乱法が実用段階に達するなど所期の計画はほぼ

達成されている。
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（３）昆虫・微生物間相互作用の解明と利用技術の開発

中期計画

昆虫に寄生する微生物の感染・増殖において促進あるいは抑制に係る分子機構を解明し

利用を図る。病原微生物の初期感染部位である皮膚と消化管を主な対象に、感染・増殖を

制御する因子の探索、媒介微生物・共生微生物の宿主間伝播に係わる因子の解明、共生微

生物による宿主昆虫の生殖制御に係わる因子の同定を行う。それらの因子の機能解明によ

り有用昆虫、家畜、作物における関連微生物の制御、微生物を利用した有害生物の制御技

術を開発する。

（中期実績）

昆虫と微生物との分子機構の解明や関連因子の特定を目指して研究を行った。「昆虫に寄生

する微生物の感染・増殖を制御する因子の探索」では、Bt 毒素抵抗性カイコからポジショナ

ルクローニングにより抵抗性遺伝子を単離し、糸状菌病抵抗性遺伝子についても染色体座乗部

位を特定した。また、昆虫ポックスウイルス(AcEPV)の産生するウイルス感染増進物質(フゾ

リンタンパク質)の分子構造と宿主への作用機作を解明し、ジシストロウイルス複製酵素タン

パク質類の組成をチャバネアオカメムシ腸管ウイルスを用いて明らかにした。「媒介微生物・

共生微生物の宿主間伝播に係わる因子の解明」では、ウンカの共生微生物の次世代感染にはア

クチンが関与することを明らかにし、ツマグロヨコバイによるイネ黄萎病ファイトプラズマで

は、感染によって発現に影響を受ける遺伝子を特定した。「共生微生物による宿主昆虫の生殖

制御に係わる因子の同定」では、ウォルバキアの宿主昆虫のメス化への dsx 遺伝子の関与を明

らかにし、ウォルバキアによる宿主性転換メカニズムを解明するための実験系確立にも成功し

た。「関連因子の機能解明を進める手段としてのゲノム関連研究」では、各種害虫(トビイロ

ウンカ、ツマグロヨコバイ、ワタアブラムシ、ナミハダニ、チャバネアオカメムシ)の EST デー

タベースを作製し、トビイロウンカについては、さらに研究を深化させるために、ゲノムリソー

スを作製した。また、数種の昆虫微生物(ヨコバイの Sulcia 細菌と beta-proteobacteria 細菌、昆

虫ポックスウイルス(AcEPV))の全ゲノムを解読した。EST 解析を通じて、ツマグロヨコバイ

の共生におけるペプチドグリカン認識タンパク質の重要性を示し、トビイロウンカの糖トラン

スポーターなどの網羅的解析と機能解析を行った。「有用昆虫、家畜、作物における関連微生

物の制御、微生物を利用した有害生物の制御技術の開発」に関しては、ウイルス感染増強物質

フゾリンの大量発現系を構築するとともに Bt 剤の紫外線からの保護材候補を選抜した。以上

のように、中期計画をほぼ達成することができた。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

B･4) A カイコの Bt 毒素抵抗性遺伝子の単離、ウォルバキアの宿主昆虫

（３） のメス化への関与の解明、各種害虫の EST データベースの作製さ

らにはトビイロウンカのゲノムリソースの作製など、所期の計画を

概ね達成した。
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５）ゲノム情報に基づくタンパク質の構造と機能の解明

中期目標

各種生物のゲノム研究の成果を利用し、各々の生物に固有な機能に関わるタンパク質の

同定、立体構造の解析、タンパク質間相互作用を解明する。

中期計画

ゲノム機能解析研究の進展により環境適応性や生物種固有の代謝に関連した遺伝子が単

離・同定されてきているが、遺伝子産物であるタンパク質の立体構造や分子認識に基づく

分子設計等により、これら遺伝子の高機能化による画期的な新品種の開発や機能の分子制

御システムの開発に繋がる可能性がある。X 線結晶解析や NMR 解析などによりタンパク

質の立体構造とタンパク質－リガンド間相互作用を解析し、環境適応性遺伝子ネットワー

クの作用機作、生物制御物質の生合成・代謝機構を、外部環境変化の感知やリガンド認識

を介したタンパク質の立体構造変化の集積として明らかにし、タンパク質の立体構造に基

づいた生物制御に向けた分子生物学的基盤を構築する。

（中期実績）

環境適応性遺伝子ネットワークに関しては、(1)昆虫の生活環を制御する幼若ホルモン(JH)

結合タンパク質 JHBP について、結晶状態と溶液状態におけるアポ型タンパク質及び JHBP-JH
複合体の立体構造解析に世界で初めて成功し、一連の JHBP 変異体の構造機能解析の結果と併

せて、JHBP による JH の血中輸送の全貌について分子構造メカニズムを解明した。(2)翻訳後

SUMO 化修飾に関与する 3 種類のイネ由来酵素 E1(活性化酵素)、E2(結合酵素)、E3(リガー

ゼ)及び SUMO の構造機能解析を行い、E1 から E2 へのチオエステル SUMO 転移反応の分子

構造メカニズムを解明した。また、イネ由来酵素を用いて in vitro SUMO 化反応系の構築に成

功した。(3)植物に固有の GARP 転写因子で SUMO 化標的タンパク質である PHR1 の in vitro
SUMO 化部位を特定するとともに構造機能解析を行い、SUMO 化を介した DNA 結合調節機構

を明らかにした。この成果は他の GARP 転写因子にも適用される可能性が高いことを見出し

た。(4)オーキシンの原形質膜受容体 ABP1 とその調節因子 CBP1 との相互作用を解析し、両

者の複合体形成とオーキシン誘導性伸長成長に対するオーキシン特異性に相関があることを見

出した。生物制御物質の生合成・代謝に関しては、(1)植物多糖に作用する 6 種類の糖質代謝

酵素(α-ガラクトシダーゼ、アラビノフラノシダーゼ、ピラノシダーゼ、β-グルクロニダー

ゼ、デキストラナーゼ、環状イソマルトオリゴ糖グルカノトランスフェラーゼ)の構造機能解

析に成功し、多種多様な糖の分子認識機構と反応特異性を構造生物学の見地から解明した。(2)
イネ由来オルニチントランスカルバミラーゼ、イノシトールモノフォスファターゼ、顆粒結合

性デンプン酵素、及び、ポリ-γ-グルタミン酸加水分解酵素の構造決定に成功し、基質認識と

酵素反応の分子機構を解明した。(3)カイコタンパク質の器官特異的・時系列的プロテオーム

DB を構築した。(4)質量分析による GMO 高速検出システムを構築した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｂ・５） A 幼若ホルモン結合タンパク質(JHBP)の立体構造解析に成功し、

JHBP 変異体の構造解析結果と併せて所内での連携により血中輸送

の全容を解明、翻訳後 SUMO 化に関するイネ由来酵素及び SUMO
の構造解析を行い SUMO 転移反応の分子構造メカニズムを明らか

にするなど顕著な成果を上げており、所期の目標は概ね達成された。
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Ｃ バイオテクノロジーを活用した新たな生物産業の創出を目指した研究開発

中期目標

バイオテクノロジーの研究成果を活用して植物、昆虫、動物等に新形質を付与する技術

を開発し、次世代型のバイオ産業を創出することが重要な課題である。

このため、植物、昆虫、動物等の遺伝子組換え技術及び遺伝子発現制御技術を高度化・

効率化するとともに、実用化に向けた組換え体の研究を行う。また、絹タンパク質等生体

高分子の新たな加工・利用技術を開発する。

１）バイオテクノロジーによる有用物質生産技術の開発

中期目標

作物の遺伝子組換え技術の高度化・効率化と安全性確保技術を開発する基盤研究を行

う。また作物・家畜・カイコでの有用物質生産技術を開発する。

中期計画

研究所でこれまでに得られた研究基盤を活用して遺伝子組換え技術の高度化・効率化と

安全性確保技術を開発するための基盤研究を行う。植物では、生活習慣病やアレルギー疾

患の予防・緩和効果を有する成分等の有用物質を生産する組換え作物を開発する。カイコ

では絹タンパク質中に有用物質を生産するための技術開発を進める。家畜・家きんでは、

遺伝子組換え技術の高度化・効率化を図るとともに、乳汁あるいは卵白中に医薬等の原料

となる有用物質を安定的に分泌させる組換え体の作出法を開発する。モデル家畜の開発で

は、解剖学的にも生理学的にもヒトに近いブタを生活習慣病、移植及び再生医療用モデル

として開発する。

（大課題実績）

植物における遺伝子組換え技術の高度化・効率化と安全性確保技術を開発するための基盤研

究に関しては、内在性の遺伝子を正確に改変するジーンターゲッティング（GT）系を開発し

（2007 年農林水産研究成果 10 大トピックス 10 位）、具体的事例として、除草剤耐性イネやト

リプトファン高蓄積イネを作出した。さらに標的遺伝子の特異的な切断と削り込みにより、GT
の効率を 100 倍程度向上できることを明らかにした。関連する技術として、ジンクフィンガー

ヌクレアーゼ（ZFN）を利用することにより、特定の内在性遺伝子の働きを意図的になくした

植物体を作出することに世界で初めて成功した。この技術は、植物の基礎と応用の両面で有効

活用できるものである。また、胚乳形状制御に関する研究から、優れた製パン特性が期待でき

る変異体を見出し、実用化を視野に入れた工程で開発を進めている。

機能性作物の開発では、生活習慣病やアレルギー疾患の予防・緩和効果を有する組換えイネ

を多種類作出した。実用化に向けて先行して進めていたスギ花粉症緩和米については、厚生労

働省の指導により医薬品として開発することになり、研究内容や進め方を大きく変更した。そ

こで、全てのエピトープを含む、より有効性・汎用性の高い実用化系統を新たに調製し、これ

を用いて医薬品としての審査に必要なデータ集積作業を進めている。その他、血清コレステロー

ル値調整米、血圧予防米、コレラワクチン米、ダニアレルギー緩和米等の開発が順調に進み、

モデル動物を用いた試験により有効性が確認された。外来遺伝子産物の高度集積に向けた基盤

構築に関しても、遺伝子の新規発現抑制法（RSIS）を独自に開発し、米アレルゲン低減米の

開発に活用した。その他、貯蔵タンパク質遺伝子の転写制御機構、胚乳における ER ストレス

応答等の研究が着実に進んだ。

遺伝子組換え昆虫を利用した有用物質生産技術の開発では、新たな選抜マーカーの開発、

PiggyBac 以外のベクター系としてのトランスポゾン Minos を用いた組換えカイコ作出法の確

立を進めるとともに、ヘルパープラスミドとして in vitro 合成した転移酵素 mRNA を用いるこ

とにより、組換えカイコの作出効率を 77%にまで向上させた。また、フィブロインやセリシ

ンなど絹タンパク質遺伝子のプロモーターや GAL4/UAS 系を利用した安定的な発現制御法を

確立し、カイコの中部絹糸腺や後部絹糸腺等での発現系を改良して、組換えタンパク質の発現
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量を 10 倍以上増加させた。さらに、カイコ後部絹糸腺における活性の高いネコインターフェ

ロンの生産や中部絹糸腺でのブタ IL2 などサイトカイン類の生産に成功するとともに、フィブ

ロインの改変によりこれまでにない機能を付加した新繊維(蛍光絹糸（2008 年農林水産研究成

果 10 大トピックス１位）、極細絹糸、細胞接着性の高い人工血管用絹糸など)を開発するなど

基礎から応用まで広い範囲にわたって中期計画を上回る成果を達成した。

有用物質生産のための組換え家畜・家きんの作出法の構築では、ヒトセレノプロテインを

生産する組換えヤギを作出し、その後代ヤギの乳汁中への分泌とその泌乳期を通じた変動を確

認した。またニワトリでは、組換え体作出を目指して、始原生殖細胞への遺伝子導入法及び GFP
導入始原生殖細胞の宿主胚生殖巣への導入方法の開発、未分化性を維持した始原生殖細胞の増

殖法など、基盤技術の開発を着実に進めた。研究用組換えモデルブタの作出では、移植医療用

として糖鎖切断酵素発現モデルなど２種、再生医療用として免疫不全モデルなど２種、疾患モ

デルとして癌や高脂血症など３種を開発するとともに、数種では後代を得ることに成功し、大

学医学部等と連携して特性評価を進めるなど、当初計画以上に進捗している。また、「体細胞

クローン動物が必ずしも早死にではない」ことを広く国民に情報提供(朝日、毎日、読売、日

経、共同ほか多数の新聞等)し、遺伝子組換え技術と組み合わせて本課題に利用しているクロー

ン技術の信頼性を示した。動物培養細胞株等の樹立では、脳内ミクログリアや肝クッパー細胞

など 10 系統以上を樹立するとともに、これらを用いてプリオン病の発症機構の解明等を進め

た。また、マウス初代肝細胞の混合培養系より免疫機能を担当するクッパー細胞を簡易に繰り

返し単離できる斬新的新手法を開発した。新規培養モデルの開発では、培養基剤・担体となる

コラーゲンビトリゲル（高密度コラーゲン線維新素材）薄膜に生理活性物質の徐放機能を追加

する、あるいは組織シート等の作成に適したコラーゲンビトリゲルチャンバーを開発し、ヒト

角膜上皮モデルを構築し眼刺激性試験法への適用性を明らかにした。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題
Ｃ・１） S 標的遺伝子の特異的な削り込みによりジーンターゲッティング

(GT)の効率を 100 倍上げることに成功し、ジンクフィンガーヌク

レアーゼで内在遺伝子の働きを抑制することに植物で初めて成功し
た。また GT によって除草剤耐性イネやトリプトファン高蓄積イネ
を作出した。スギ花粉症緩和米は全てのエピトープを含むより有効

性・汎用性の高い実用化系統を新たに調製し、医薬品としての審査
に必要なデータ集積作業を進めている。血清コレステロール値調整
米、血圧予防米、コレラワクチン米、ダニアレルギー緩和米等の開

発が順調に進んでいる。外来遺伝子産物の高度集積に向けた基盤構
築に関し、遺伝子の新規抑制法（RSIS）を独自に開発し、米アレル
ゲン低減米の開発に活用した。カイコ遺伝子組換え用の新たなベク

ター、選抜マーカーの開発により作出効率を向上させ、プロモー
ター、遺伝子発現系の改良を行った。遺伝子組換えカイコによって、
フィブロイン改変による蛍光絹糸等の新機能繊維、ブタ IL2 などの

生産などに成功した。養蚕農家での遺伝子組換えカイコの飼育、企
業との共同研究など実用化に向けた取り組みも進捗している。遺伝
子組換えヤギの乳汁中にヒトセレノプロテインを産生させた。体細

胞クローン技術を利用し 7 種の研究用組換えモデルブタを作出し、
うち数種については後代を得ることに成功した。またプリオン発症
機構解析用の細胞株樹立、再生医療材料としてのコラーゲンビトリ
ゲルの機能追加、組織シート等の作製に適したチャンバーの開発等

着実に進展しており、所期の目標は十分に達成できた。
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（１）安全性確保や有用物質生産に向けた組換え基盤技術の開発

中期計画

高等植物の相同組換えの制御機構の解析を進め、内在性の遺伝子を正確に改変し、外来

遺伝子をゲノム上の特定位置に導入する技術を構築するとともに、イネにおいて部位特異

的組換えシステムを適用した外来遺伝子導入・除去技術を確立することにより、遺伝子組

換え植物の安全性に係わる基盤技術を開発する。遺伝子組換え植物における外来性導入遺

伝子の不活性化（ジーンサイレンシング）に係わる因子の機能解明を進め、サイレンシン

グの分子機構の解明と、それを利用した導入遺伝子の安定発現技術の開発を推進する。

（中期実績）

内在性の遺伝子を正確に改変し、外来遺伝子をゲノム上の特定位置に導入する技術として、

相同組換えを利用した、ジーンターゲッティング(GT)系の開発に取り組んだ。これまでに、

イネにおいて GT の効率を 100 倍以上高める手法を開発し、GT を汎用性の高い技術に大きく

近づけた。また GT による点変異の導入により、除草剤耐性イネやトリプトファン高蓄積イネ

を作出し、本技術が植物の分子育種において強力なツールになることを実証した。さらに、内

在性遺伝子を特異的に切断する酵素を用いて、植物における部位特異的突然変異誘導に初めて

成功した。

また、GM 植物におけるマーカー遺伝子除去技術として、部位特的組換え酵素を形質転換後

に器官特異的に発現させ、マーカー遺伝子を除去することに成功した。一方、部位特異的組換

え酵素を用いた外来遺伝子の導入技術の開発は、イネにおいて成功例を示すことができたが、

国内外で類似の報告がされたことと、GT によっても部位特異的遺伝子導入は可能なため、効

率向上に向けた研究は行わなかった。

導入遺伝子のジーンサイレンシングに関わる因子の研究において、MOM1 と呼ばれる因子

が、低分子 RNA を介した DNA メチル化とヒストン修飾を繋ぐ重要な働きを持つことを明ら

かにした。また、導入遺伝子のコピー数を抑制して安定な発現を確保する技術を開発した。さ

らに遺伝子サイレンシングに関わる因子の機能欠損が減数分裂期組換えの位置や対立遺伝子伝

達頻度に影響を及ぼすことを明らかにした。この知見は交配育種の高度化に適用可能である。

GMO の安全性確保のために、食用作物由来の遺伝子のみの導入で雄性不稔を導入する手法

を開発した。また、タバコの葉緑体形質転換において、ホモプラズミック化を促進する手法を

開発した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･1) A イネにおいてジーンターゲッティング(GT)の効率を 100 倍に高

（１） める技術を開発し、GT によって除草剤耐性イネやトリプトファン

高蓄積イネを作出し、内在性遺伝子を特異的に切断する酵素を用い

て、植物における部位特異的突然変異誘導に初めて成功するなど所

期の計画を概ね達成した。
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（２）健康機能性作物や有用物質高度生産技術の開発

中期計画

遺伝子組換えにより、生活習慣病やアレルギー疾患の予防・緩和効果を有する成分や抗

体、ワクチン等の有用物質を植物で生産することにより、医療費の削減や新産業創出に結

びつく新たな価値をもつ実用的作物を開発する。そのため、有用物質の評価システムの構

築を行うとともに、有用物質を植物細胞中に高度に蓄積させる技術や、これら植物細胞中

で産生した医療用等の有用物質の抽出・精製システムを開発する。

（中期実績）

遺伝子組換え作物開発センターの中心課題ともいえるスギ花粉症緩和米については、特定保健用

食品としての実用化を目指して、動物を用いた有効性の評価や食品としての安全性また生物多様性

影響評価試験による環境への影響を評価して問題がないことを確かめてきた。しかし、有効性に関

する原理が減感作療法に基づいていることから医薬品としての開発に進めるよう厚生労働省により

指導を受け、H20 年以降、汎用性の高い安全性の高い抗原を導入した新規な組換えイネを開発し、

動物での有効性を確かめ、米を剤形とした世界初のアレルギーワクチン薬を目指して、現在アグリ

・ヘルス実用化研究促進プロジェクトで実用化研究を進めている。

さらに、生活習慣病の予防を目指し、血圧調整や血清コレステロール値調整機能を有する米を選

抜マーカーに配慮して良食味のコシヒカリ系統に導入し、実用的な組換えイネの開発も進めている。

これらの組換えイネにおいては、動物への経口投与で有効性を評価し、一般的にヒトが毎日摂取し

ている量で十分効果の期待できるものであることを示し、生物多様性影響評価試験の段階まで開発

を進めてきた。

イネ種子をサイトカイン等の付加価値の高い有用物質のバイオリアクターとして、利用できるこ

とも示してきた。これらの産生については、IL-10 や IL-6 をモデルに、システインに富むプロラミ

ンを低減化することで高度に産生量を高めることができることを示した。さらにイネ種子で発現さ

れたサイトカインを活性ある形で抽出・精製する手法を開発し、研究試薬としての販売を目指して

開発を進めてきた。

外来遺伝子を組換え体で発現させる場合、サイレンシングが観察されるが、当センターでは RSIS

と命名した極めて短い配列が特異的にサイレンシングを誘導することを見出した。RSIS は対象と

する遺伝子の特異配列に連結することで、効率的に遺伝子の発現を抑制できることが明らかになっ

た。また複数の遺伝子も同時に抑制できるという特徴を持っていた。次に、RSIS を利用して、各

種のイネ貯蔵タンパク質低減化させた組換えイネを作出し、各貯蔵タンパク質のタンパク質顆粒形

成における機能や、種子アミノ酸組成への影響を調査した。

一方、外来遺伝子産物の種子での発現させた場合、ER ストレスにより内在の種子タンパク質の

低下や、種子品質の低下が見られる。そこで外来遺伝子発現に伴って生じる ER ストレス応答につ

いて、シャペロン遺伝子(BiP,PDI やカルネキシン等)の発現や、産生されるタンパク質の品質管理

に関わる膜結合ドメインを有する 3 種類 bZIP 転写因子や IRE1 の発現制御について調査した。BiP

の過剰発現や抑制組換え体やβアミロイド発現体を通じて、ER ストレスの機能解析を進めた。

また種子での外来遺伝子の転写レベルの発現を高めるため、種子胚乳での特異的発現に関与する

シス配列(GCN4 モチーフ、P-box, AACA モチーフ)に結合する転写因子の同定し、これら転写因

子間の相互作用、knock-down 系統を用いた各転写因子の生理的機能について調査した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･1) S スギ花粉症緩和米、血清コレステロール値調整機能米の実用化を目

（２） 指した研究が着実に進捗する一方、目的タンパクを高度に集積する技

術開発を進めるなど基礎応用の両面からバランスのとれた研究が進捗

している。また、新たなサイレンシング誘導機構を見いだし、その利

用も図るなど多くの面で優れた成果を出しており、計画は十分に達成

された。
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（３）遺伝子組換え昆虫を利用した有用物質生産技術の開発

中期計画

遺伝子組換え昆虫の作出効率を向上させるため、新しいベクターの開発、遺伝子導入手

法の改良、昆虫系統の育種、新しいマーカー遺伝子の開発研究を推進する。各種のプロモー

ターを解析するとともに、導入遺伝子の安定的な発現制御法を確立し、有用物質を大量に

生産する宿主ベクター系を構築する。構築したベクター系を利用して、サイトカイン、抗

体等の医療用タンパク質遺伝子を導入した昆虫を作出し、医薬品等の有用物質の生産を実

現するとともに、クモ・野蚕等のフィブロイン遺伝子を利用して高機能で汎用性のある新

繊維の生産を実現する。

（中期実績）

遺伝子組換えカイコの作出効率の向上については、体色に関連する突然変異系統の原因遺伝

子を同定し、同定した遺伝子を選抜マーカーとして利用する技術を開発するとともに、従来の

PiggyBac 以外のベクター系としてトランスポゾン Minos を用いた組換えカイコ作出法を確立

した。また、ヘルパープラスミドとして in vitro 合成した転移酵素 mRNA を用いることにより、

組換えカイコの作出効率を著しく(77%にまで)向上させた。さらに、組換え系統の育種を進め

ることにより質的・量的形質の改良を図り、実用品種として利用できる水準にまで高めた。

フィブロインやセリシンなど絹タンパク質の遺伝子のプロモーター機能の解析を進め、

GAL4/UAS 系を利用した安定的な発現制御法を確立し、さらにこの系を利用した有用物質生産

のための宿主ベクター系を構築することができた。特に、組換えタンパク質の発現については、

カイコの中部絹糸腺や後部絹糸腺、脂肪体等での発現系の一層の改良を行い、この 5 年間に組

換えタンパク質の発現量を 10 倍以上増加させるなど実用化技術の向け多くの成果をあげるこ

とができた。

また、遺伝子組換えカイコを用いた有用物質生産については、後部絹糸腺における活性の高

いネコインターフェロンの生産や中部絹糸腺でのブタ IL2 などサイトカイン類の生産に成功す

るとともに、フィブロインの改変によりこれまでにない機能を付加した新繊維(蛍光絹糸、極

細絹糸、細胞接着性の高い人工血管用絹糸など)を開発するなど多くの成果を上げることがで

きた。さらに、ジンクフィンガーヌクレアーゼによる遺伝子破壊法の開発に成功したことや糖

鎖付加技術の開発が進んでいることは第 3 期の遺伝組換えカイコ研究推進に展望を拓くものと

して期待される。

このように、基礎研究から応用研究まで広い範囲にわたって中期計画を上回る成果を得るこ

とができた。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･1) S 新たなベクター、選抜マーカーの開発により遺伝子組換えカイコ

（３） の作出効率を向上させ、プロモーター、遺伝子発現系の改良を行っ

た。遺伝子組換えカイコによって、有用物質としてブタ IL2 などの

生産、フィブロイン改変による蛍光絹糸等の新機能繊維などの作出

に成功した。養蚕農家での遺伝子組換えカイコの飼育、企業との共

同研究など実用化に向けた取り組みも進捗しており、計画を十分達

成している。
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（４）動物を用いた有用物質生産技術の開発とモデル家畜の作出

中期計画

有用物質生産技術の開発においては、遺伝子組換え技術の高度化・効率化を図り、生理

活性物質等を乳汁あるいは卵白中に安定して分泌させる組換え家畜・家きんの作出法を構

築するとともに、生活習慣病、移植及び再生医療用モデルブタを開発する。各種臓器に由

来する機能性動物細胞株を樹立し、機能性物質生産における細胞機能を解明するとともに、

それらの制御技術を開発する。新しい培養基材・担体を開発し、高次組織構造や細胞応答

能を有する培養モデル系を開発する。

（中期実績）

家畜・家きんにおける有用物質生産技術の開発においては、これまでに、乳汁中に生理活性

物質(ヒトセレノプロテイン)を生産する組換えヤギを作出し、後代ヤギの乳中にその生理活性

物質が分泌されること、授乳期を通じてその分泌量が変動することを確認した。また、卵白中

へ目的物質を生産する組換えニワトリ作出を目指して、ニワトリ始原生殖細胞の培養と GFP
遺伝子導入並びに宿主胚への移植を行った。組換えニワトリ作出には至らなかったものの、ニ

ワトリ始原生殖細胞の単離法、未分化性を維持したまま増殖させる培養法、遺伝子導入法、移

植法などの基盤技術の開発は着実に進展した。

研究用組換えモデルブタの作出については、体細胞核移植クローン技術を利用して、移植医

療用として糖鎖切断酵素発現モデルなど 2 種、再生医療用として免疫不全モデルなど 2 種、及

び疾患モデルとして癌や高脂血症など 3 種類を新たに開発できた。数種類の組換えブタに関し

ては後代を得ることにも成功し、大学医学部等との共同研究でそれらの評価試験を進めるなど、

当初の計画以上に進捗した。さらに、当センターで作出した体細胞クローンブタ「ゼナ」が約 10
年間正常に発育・生存したことのプレスリリースが全国版の新聞（読売、朝日、毎日、日経、

共同ほか多数）で取り上げられ、「体細胞クローン動物が必ずしも早死にではない」こと、遺

伝子組換えや核移植クローン技術の信頼性についても国民に向けて広く情報提供できた。

各種臓器に由来する機能性動物細胞株の樹立では、脳ミクログリアや肝クッパー細胞、ある

いは脳由来細胞株などを 10 系統以上樹立するとともに、これらを用いてプリオン病の発症機

構の細胞学的解析等の研究を着実に進めた。また、マウス、ラット、ウシなどの初代肝細胞の

混合培養系を用いて、肝臓の免疫機能に重要な役割を果たすクッパー細胞を簡易に繰り返し単

離できる斬新的な新手法を開発した。

新しい培養基材・担体の開発では、高密度コラーゲン繊維を利用したコラーゲンビトリゲル

薄膜に神経成長因子や血管増殖因子などの生理活性物質の徐放機能を追加できることを示し

た。また、組織シート等の作成に適したコラーゲンビトリゲルチャンバーを開発し、ヒト角膜

上皮モデルを構築して、眼刺激性試験など動物実験代替試験法への適用性を明らかにした。本

課題には一部に遅れも見られるものの、大幅に進展している部分もあり、課題全体としては計

画を概ね達成したと考えられる。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･1) A 遺伝子組換えヤギによって乳汁中にヒトセレノプロテインを産生

（４） させた。体細胞クローン技術を利用した 7 種の研究用組換えモデル

ブタを作出しうち数種については後代を得ることに成功した。また

脳内ミクログリア細胞株等の樹立とその活用によるプリオン病発症

機構の解析の進展、再生医療材料としてのコラーゲンビトリゲルの

機能追加、組織シート等の作製に適したたチャンバーの開発等着実

に進展しており、所期の目標は概ね達成できた。
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２）シルクテクノロジーによる生活・医療素材の開発

中期目標

昆虫生体高分子の構造と機能を解明し、遺伝子組換え技術や、化学的な改変によるタン

パク質への機能付加によって医療用素材の開発を行う。また、絹タンパク質等の特性を活

かし、生活・衣料素材や医療用の新素材を開発する。

中期計画

天然素材である絹は、生体親和性の良さや、構成するタンパク質が持つ保湿性や細胞増

殖活性等の優れた特性を持つ。繭糸タンパク質の改変や繊維加工技術開発によってこの特

性を活かした繭糸の新たな利用が可能となるため、絹繊維及びフィブロイン、セリシン等

の昆虫生体高分子の構造と機能を解明し、遺伝子組換え技術や、化学的な改変によるタン

パク質への機能付加によって医療用素材を開発する。シルクの特性を活かした安全・安心

な生活・衣料素材や医療用素材作出に適した品種を開発するとともに、生産された素材の

有効利用技術を開発する。

（大課題実績）

絹タンパク質を利用した医療用素材の開発では、多孔質径や多孔質構造、力学的物性が制御

された再現性の高いフィブロインスポンジの製造プロセスの開発に成功し、軟骨再生用材料と

しての基盤が確立できた。薄膜面と多孔質面を持つフィブロインスポンジを利用する新しい軟

骨再生治療システムの動物による疑似臨床モデル評価により、従来の人工関節置換術の代替が

可能であることが見出され、臨床実用製品化に向けて進んだ。また、細胞接着配列融合組換え

フィブロインや細胞増殖因子融合組換えフィブロインを産生する組換えカイコの作出に成功

し、組換えフィブロインが軟骨再生に関し有効に働くことを確認できた。セリシン材料では、

ゲルフィルム化という新しい加工プロセスの開発に成功し、従来の材料にはない高含水率・高

強度材料となることを確認し、その特徴を活かした褥瘡等の創傷保護材としての検討が可能と

なった。新しいシルクタンパク質としてのホーネットシルクは、一次構造や二次構造の解析が

終了し、素材としての基礎が確立されたともに、ゲルフィルム化や延伸処理による高強度材料

の創出に成功し、新しい医療用材料としての提案が可能となった。

新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発では、高強度繭品種や有用物質生産用の広

食性セリシンホープ等の蚕品種育成を進め、実用レベルに近づけるとともに、実用形質の QTL
解析等を行うための染色体置換系統の作出を進め、遺伝的均一性が高い熱帯系中国種の大造を

背景とし、広食性実用系統の日 01 号の染色体を導入した系統では染色体置換をほぼ終えてホ

モ化を進めている。また、遺伝子組換えカイコの細胞接着性繭糸あるいは普通蚕品種繭糸を用

いて、内径 1.5mm φから 5mm φの小口径の人工血管を作製し、ラット・マウス等への移植試

験で、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)素材に比べ、動物体内に移植した場合の詰まりに

くさが向上することを確認した。さらに、遺伝子組換え蛍光繭を蛍光が消失しない条件で煮繭

する方法を確立し、こうして繰糸した蛍光遺伝子組換え生糸により、ニット製品、ウェディン

グドレス、雛人形等を試作した。生活資材の実用化としては、大量の繭から一気に繭糸を繰り

取り、精練後、ドラフターで分繊してわた状に加工する技術を開発し、この製法によるシルク

布団が市販されるに至った。

以上のように、生活資材の実用化や医療素材の臨床実用製品化の検討が進んでおり、中期計

画を達成することができた。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

大課題

Ｃ・２） A フィブロインスポンジの製造技術を確立し、軟骨再生材料として

の基盤を確立した。また、セリシンについてはゲルフィルム化に成

功し、創傷保護材としての可能性が示された。複数の分野において

実用製品化の検討が進んでおり、中期計画を達成することができた。
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（１）絹タンパク質を利用した医療用素材の開発

中期計画

絹タンパク質等の昆虫生体高分子を用い、軟骨再生医療素材等の再生医療素材、肝細胞

等の細胞培養担体素材等、医療用途を指向した素材を開発する。そのため、絹タンパク質、

フィブロインセリシンホーネットシルク、クモ糸等の素材について、高次構造の解析、表

面構造の評価、生体組織・分子との相互作用等を解析するとともに、トランスジェニック

技術や化学修飾技術を利用したタンパク質の機能性や物性の改変を通じ、医療用素材とし

ての 適化を図る。

（中期実績）

シルクフィブロインスポンジを用いる軟骨再生医療素材においては、フィブロインスポンジ

製造技術の確立が終了し、多孔質径や多孔質構造、あるいは力学的物性が制御された再現性の

高いフィブロインスポンジの製造プロセスの開発に成功し、軟骨再生用材料としての基盤が確

立できた。薄膜面と多孔質面を持つフィブロインスポンジを利用する新しい軟骨再生治療シス

テムの開発に成功し、動物を用いる予備的な疑似臨床モデル評価により、従来の人工関節置換

術の代替が期待できる軟骨再生治療が可能であることが見出され、臨床実用製品化に向けての

検討が可能となった。フィブロインスポンジ内で培養した軟骨細胞の遺伝子発現評価において、

スポンジ内では軟骨細胞が分化傾向にあることを見出し、フィブロインスポンジの軟骨再生材

料としての有効性を支持した。細胞接着配列融合組換えフィブロインや細胞増殖因子融合組換

えフィブロインを産生する組換えカイコの作出に成功し、組換えフィブロインが軟骨再生に関

し有効に働くことを確認し、医療素材としての高度化に組換えカイコ技術が有効であることが

確認できた。セリシン材料では、ゲルフィルム化という新しい加工プロセスの開発に成功し、

従来の材料にはない高含水率・高強度材料となることを確認し、その特徴を活かした褥瘡等の

創傷保護材としての検討に進むことが可能となった。新しいシルクタンパク質としてのホーネ

ットシルクは、一次構造や二次構造の解析が終了し、素材としての基礎が確立されたともに、

ゲルフィルム化や延伸処理による高強度材料の創出に成功し、新しい医療用材料としての提案

が可能となった。肝細胞の細胞培養担体開発においては、化学修飾手法を利用し作出したラク

トース修飾フィブロイン材料では、培養肝細胞のスフェロイド化や肝細胞特異的タンパク質や

遺伝子発現の評価結果を通して、コラーゲン材料等に比較して、ラクトース修飾フィブロイン

材料では、高い肝細胞機能性が維持されることが明らかとなり、肝細胞培養基材としての優位

性が明らかとなった。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･2) A フィブロインスポンジの製造技術を確立し軟骨再生材料としての

（１） 基盤を確立した。また、セリシンについてはゲルフィルム化に成功

し創傷保護材としての可能性が示唆された。いずれも着実な進捗が

みられ所期の計画を概ね達成した。
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（２）新機能シルクを利用した多様な生活用資材の開発

中期計画

シルクによる安心・安全な生活用資材の開発を目的に、保存蚕品種繭や育成品種繭の新

たな機能性を明らかにするとともに、強度・伸度等繭糸質を高めた蚕品種を作出し、その

繭糸特性を活かした衣料用素材を開発する。また、高強度繭糸の特性を活かした上記医療

用素材開発のための基材提供として、超薄織り構造の人工皮膚用基材、人工血管等の基材

を開発する。形質転換技術を用い、セリシン蚕品種に抗菌性等新たな機能を導入した品種

の開発や、セリシンに化学的処理を施すことにより新たな機能性を付与した乳幼児・高齢

者・被介護者用衣料製品等、シルクによる多様な生活用資材を開発する。

（中期実績）

高強度繭品種の開発として、日本種系及び中国種系から繭糸強度の高い系統を選出し、交雑

育種を行った結果、6 世代以降において繭糸強度が安定的に高まることが確認された。

染色体置換系統の作出として、遺伝的均一性が高い熱帯系中国種の大造と広食性実用系統の

日 01 号を用い、それぞれを背景にした染色体置換系統の作出に取り組み、大造背景では、染

色体置換をほぼ終えてホモ化を進めている。

セリシンホープと広食性系統との交配後代から、低コスト人工飼料に対する摂食性、営繭率

を選抜により高めることができ、さらに 3 齢以降、桑葉を 10%含む飼料を与えたところ、日

本種系統において実用品種化に有望な蛾区を見出すことができた。

光沢特性の良い織物を作出するために、繭糸繊度と生糸及び織物の光沢との関係について検

討した結果、繭糸繊度が細くなる程光沢は良くなる傾向を示した．

織物の風合い値(KES 値)については、細繊度“はくぎん”の織物が も KOSHI,HARI の値

が小さく、SHINAYAKASA の値が大きいため、柔らかい織物であることが分かった。

遺伝子組換えカイコの第 1 種使用のために必要な生物多様性影響評価試験を行った。方法と

して、水に液肥を適比で混合して蚕糞を加え、レタスを水耕栽培し、その発芽率と生重量を対

照区と比較した。生重量、発芽率ともに組換え-非組換え間に顕著な差は認められなかった。

遺伝子組換えカイコの細胞接着性繭糸あるいは普通蚕品種繭糸を用いて、内径 1.5mm φから

5mm φの小口径の人工血管を作製した。これをラット・マウス等への移植試験を試みたとこ

ろ、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)素材に比べ、開存率が向上することが認められた。

遺伝子組換え蛍光繭の繰糸方法を見出すため、蛍光が消失しない 60 ℃以下の温度でアルカリ

剤、界面活性剤を用い真空浸透法で煮繭する方法を確立し、特許出願を行った。遺伝子組換え

極細繊度繭「はくぎん GE」は「はくぎん」に比べ、繭、生糸共に色が白く、乾燥による高温

処理でも黄変しないことがわかった。

生活用資材として、真綿布団に代わるシルク布団を開発した。これは 1,500 量から 2,000 粒

の大量の繭から一気に繭糸を繰り取り、精練後開繊し、わた状に加工する。真綿の製造は総て

が手作業であるが、シルクわたの製造工程は、総てが手作業の真綿に代わり、多くの作業工程

を機械化でき、作業能率と生産効率の向上が図られた。この製造法及びシルクわたについては

特許を取得し、製品は市販されるに至った。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

中課題

C･2) A 遺伝子組換えカイコによって生産された蛍光繭を利用するための煮

（２） 繭・繰糸技術を開発し、組換えカイコ第 1 種使用のための生物多様性

評価試験を行うなど、遺伝子組換えカイコの実用化のための技術開発

等を行い、所期の計画はほぼ達成できた。
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２ 研究成果の公表、普及の促進

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保

中期目標

研究開発の推進に際しては、科学技術の進歩と国民意識とのかい離から、一般国民にとっ

て研究開発が目指す方向が分かりにくい状況となっていることを踏まえ、研究所及び研究

者がそれぞれ国民に対する説明責任を明確化し、多様な情報媒体を効果的に活用して、国

民との継続的な双方向コミュニケーションの確保を図る。特に、遺伝子組換え技術等の先

端技術に関し、科学的かつ客観的な情報の継続的な提供と、研究の計画段階から消費者等

の理解を得る取組、情報発信等の活動を推進する。

中期計画

国民に対する説明責任を認識し、下記の双方向コミュニケーションを図る。

①情報発信のための組織体制を整備し、ホームページ、パンフレット、マスメディア等を

活用して効果的な情報発信を行う。

②効果的なコミュニケーションを行うためのスキルアップマニュアルを作成し、活用する。

③遺伝子組換え技術等を活用した先端的な研究活動については、その情報の発信の中核と

なる組織を設置し、国民との双方向コミュニケーションを図る。また、農業分野のバイ

オテクノロジー研究、特にパブリックアクセプタンス等に関する調査を行う。

④一般市民向けの説明会や成果発表会等市民参加型イベントを開催して、消費者の理解促

進に取り組む。

⑤一般消費者、農業生産現場からの研究に関するニーズを把握するためのシステムを構築

する。

【指標２－２－ア】ホームページ等を活用した効果的な情報発信が行われているか。

【指標２－２－イ】スキルアップマニュアルが作成・活用されているか。

【指標２－２－ウ】遺伝子組換え技術等について、国民との双方向コミュニケーションを確保しているか。

【指標２－２－エ】パブリックアクセプタンス等に関する調査は行われているか。

【指標２－２－オ】説明会やイベント等を開催するなど、消費者の理解を得るための取り組みが十分に行われているか。

【指標２－２－カ】研究ニーズを把握するためのシステム構築に向けた検討が行われているか。

（中期実績）

① 効果的な情報の発信 〔指標２－２－ア〕

生物研のホームページは、平成18年に利用者に更新を知らせるRSSフィード（RDF1.0）によ

る情報提供を開始し、平成20年には大幅な改修を行った。ホームページは、18～20年度は22～

27万件のアクセスであったが改修後の21年度以降毎月約37万件とアクセス数が増加した。

印刷物のうち年報、英語版年報等は印刷は行わずPDFファイルでホームページに掲載し、要

望に応じてCDで配布している。メールマガジンを20年度から発行して各種イベントや募集の情

報を発信している。生物研ニュースもPDFファイルによるホームページ上での公開に切り替え、

発行時にはメールマガジンの記事にしてお知らせしている。

一般向けイベントや学術的なシンポジウム・研究会の実施、企業等を対象とした各種フェア

への参加を積極的に行い、情報の発信に努めた。また、各地の博物館からの展示協力要請に対

応して、より広い成果の発信に努めた。

② 効果的なコミュニケーションを行うためのスキルアップマニュアルの作成と活用

〔指標２－２－イ〕

研究所は様々な研究成果を適切に情報提供することが求められているが、単に情報提供する

だけではなく、研究内容が適切に理解されることが重要である。食品安全モニター課題報告「食

品の安全性に関わる意識調査等について」（食品安全委員会、2010）において、50.6％の回答

者が遺伝子組換え農作物に対して、「全く不安を感じない」か「あまり不安を感じない」と回

答している。遺伝子組換えについては徐々に国民的理解が進んでいると思われるものの、未だ

に遺伝子組換え農作物の栽培や遺伝子組換え食品の利用に関しては、漠然とした不安を持って
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いる消費者も残っている。このような状況で、多くの国民にどのようにして情報を正確に提供

するかは極めて重要である。多くの国民はメディアを通して情報を得ていることから、マスメ

ディアに対して誤解のない正確な情報を提供するためのコミュニケーション技術の向上が必要

となる。

第２期中期計画開始直後から、国際基督教大学との共同研究として、適切なコミュニケーシ

ョンを行うための「遺伝子組換え農作物に関する科学者とマスメディアのコミュニケーション

・マニュアル」を作成するため、フリーのジャーナリスト、一般紙科学部報道記者、テレビ報

道記者など多様な属性を持つメディアへのヒアリングを実施し、コミュニケーション戦略の諸

要素を明らかにした。その結果、マスメディアに正確に伝わらない諸要因として、①生物学、

農学などGMOを理解する上で必要な知識が欠如、②科学部の不在、③記者クラブ以外の情報源

としては個人のネットワークに依存した情報収集、④他社との競争、⑤時間的な制約、などが

あげられた。それを踏まえたコミュニケーション戦略として、①記者が書きやすいプレスリリー

ス、②日常的な情報提供、③定期的な勉強会、④メディア・リテラシーの必要性などが対策と

してあげられる。これらを盛り込んだマニュアルを21年度に完成させた。22年度には、双方向

コミュニケーションのスキルアップのためのマニュアルを作成し、遺伝子組換え関連の見学者

に対応する農業生物資源研究所職員に配布して資質向上に努めた。これにより本件に関する第

２期中期目標を達成されると考える。

③ 遺伝子組換え技術等を活用した先端的な研究活動に関する国民との双方向コミュニケーション

〔指標２－２－ウ、指標２－２－エ〕

遺伝子組換え研究推進室を設置し、遺伝子組換え農作物研究の推進及び「遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく第一種使用等の推進や、

「第一種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に則っ

た情報発信等を主たる業務としている。

遺伝子組換え技術等の情報発信にとどまらず、サイ

エンスリテラシーの向上などの社会的貢献や生命科学

に関する情報発信、生物研をもっと知ってもらうなど

の目的から、18年度よりお茶の水女子大学のライフ

ワールド・ウオッチセンター（LWWC）における講座を、

生物研主催・お茶の水女子大学共催で継続し、22年度

はお茶の水女子大学と早稲田大学との共催で、「分子

生物学に支えられた農業生物資源の利用と将来」（別

名NIASオープンカレッジ）を開催し（図４）、生物資

源の重要性やバイオテクノロジーを用いた研究と生物

研の研究活動の情報発信を行った（http://www.nias.affrc.

go.jp/press/20100414/syllabus.pdf）。NIASオープンカレ

ッジは交通の便を考えて東京四ツ谷駅直近に会場を借りて

３年間行ってきた。しかし、それでも参加が難しい方がい

ることを鑑み、またNIASオープンカレッジを幅広く知って

いただくため、講義を書籍化した。実際の講義では数多く

の写真や図表を多く用いて講義を行っており、その図表も

見ていただく観点から、写真や図表を全てCDに収めた本と

して出版した（図５）。

第２期中期目標期間中も大学や行政、地方農政局、地方

自治体、他法人、NPO法人、消費者団体等の要請により、遺

伝子組換え農作物の利用の現状や規制の仕組み、利用にお

ける問題点等について講演等を行うことで、国民との双方

向コミュニケーションを進めた。22年度の特徴として、JST

のサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）に

参画している中高校から、遺伝子組換え技術や農作物に関

する授業としての要請があり、講義とともに実習などにも

協力した。

図４ NIASオープンカレッジの様子

図５ NIASオープンカレッジ

「分子生物学に支えられた生

物資源の利用と将来」
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遺伝子組換え技術の理解促進のためのテレビ取材やビデオの撮影等にも例年通り協力を行っ

た。

遺伝子組換え技術の理解には種々の資料が必要となるため、生物研独自に平成17年に「食と

農の未来を提案するバイオテクノロジー －農業生物資源研究所の研究活動－」を作成し、

平成20年には「カイコってすごい虫！」を作成して配布している。

④ 一般市民向けの説明会や成果発表会等市民参加型イベントの開催と消費者の理解促進

〔指標２－２－オ〕

遺伝子組換え農作物が商業栽培され、世界的には広大な耕地で遺伝子組換え農作物が栽培さ

れている。我が国にも年間1,500万トン以上の遺伝子組換え農作物が輸入されていると推定さ

れるが、依然として日本においては遺伝子組換え農作物の安全性等に対する懸念が残っている

と思われる。生物研として、遺伝子組換え技術等に対する正しい情報の提供と理解促進も一つ

の役割と考え、一般市民向けの説明会や成果発表会等市民参加型イベントの開催と消費者の理

解促進を進めた。

生物研で行う第一種使用等として、平成18年から平成20年にかけて２系統のスギ花粉症緩和

米の栽培試験を行った。平成18年から平成20年に生物研の隔離ほ場で栽培を行い、平成19年は

作物研究所の隔離ほ場も用いて栽培を行った。情報発信として、つくば市の「遺伝子組換え作

物の栽培に係る対応方針」、茨城県の「遺伝子組換え農作物の栽培に係る方針」や、農林水産

省「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に則って、栽培開始３ヶ月前までに栽培の

概要をつくば市、茨城県、JAなどの関係部署や近隣の住民などに情報提供し、次いで栽培開始

１ヶ月前までに栽培実験計画書を公表し、その後、速やかに一般説明会を開催した。ホームペー

ジによる栽培状況等の情報提供として、ほぼ１週間おきに生育状況を撮影しホームページに掲

載した。適切な情報提供と双方向コミュニケーションを図るために、一般市民の参加しやすい

週末等に一般説明会などを開催した。

22年度の生物研における遺伝子組換え農作物の第一種使用等は、展示ほ場における除草剤耐

性ダイスと害虫抵抗性及び除草剤耐性トウモロコシであった。

遺伝子組換え技術によって作出され、世界的に利用されている除草剤耐性ダイズや害虫抵抗

性及び除草剤耐性トウモロコシを見学者等に実際に見てもらうために、「展示ほ場」を17年度

から開催し、本中期計画中継続した。さらに、遺伝子組換え農作物だけでなく広く農業技術に

ついて考えてもらうために、平成19年より一般市民を募って除草体験やＤＮＡ抽出実験等を組

み合わせた市民参加型展示ほ場を行った（図６）。本企画は、小面積ではあるが実際のダイズ

畑の除草を行ってもらい、慣行除草剤を使用し、一方で遺伝子組換え技術により作出された除

草剤耐性ダイズに非選択性除草剤を散布した区を設定し、農作業における除草がどのようなも

のかを実体験しつつ、慣行除草剤の使用や除草剤耐性作物の雑草防除効果を見るというもので

ある。これにより、除草剤や遺伝子組換え技術を利用する意味がよく理解されるものと考える。

ただし、いずれの活動も、決して農薬や遺伝子組換え農作物を強要することが目的ではなく、

除草の大変さを体験し、除草剤や除草剤耐性ダイズが開発された意味を十分に理解した上で様

々な議論を展開してくれることを期待している。

４年間で延べ95人の参加があり、全ての参加者が遺伝子組換え農作物について受容した状況

にはなっていないが、市民参加型展示ほ場の参加者の多くからは、遺伝子組換え技術に対する

理解が深まったなど、イベントに対して好意的な意見が多く、理解促進と十分なサイエンス・

コミュニケーションが図られたことがアンケート結果に表れている。

さらに、コミュニケーションのあり方として、生物研側が体験を通じて市民が学ぶ機会を今

後も用意すべきであることや、ホームページや電子メールなどメディアを媒介しない情報発信

が必要であること、学校などと連携して広報活動を行い中高生に正しい知識を持ってもらうよ

うに努力すべきこと、などが指摘されており、今後のコミュニケーションのあり方の検討やコ

ミュニケーションマニュアルへの反映をしていきたい。このような市民参加型コミュニケーシ

ョン手法は、日本では新しい試みとして、日経バイオ年鑑2010から紹介され、広く関心を持た

れている。

21年度同様に、つくば市内の全ての小学・中学校の理科・社会科・家庭科の教職員と、さら

に茨城県下の全高校の生物・社会科・家庭科の教職員を重点対象として案内を送った。22年度

の特徴として、茨城県及びつくば市の消費者生活センターに直接説明に行き、栄養士などの参



- 100 -

加を促した。実際には、栄養士などの参加はなかったが、継続的に情報提供をすることが重要

と思われる。22年度も、「害虫抵抗性及び除草剤耐性スィートコーン」の試食を行ったところ、

今回は、アンケートでは「遺伝子組換え食品の安全性に疑問あり」と回答した者も含めて、全

員が試食した。

なお、市民参加型展示ほ場に参加したり、見学者として来所される教職員の意見によると、
教育の現場では遺伝子組換え研究に関する情報が不足しているとのことから、21年度に引き続
き第89回日本生物教育学会（平成23年1月 埼玉大学で開催）に参加して、GFPを発現している
繭や生糸の展示を行い、生物研で行っている理解促進活動の市民参加型展示ほ場や見学の受け
入れを紹介し、情報用の小冊子（食と農の未来を提案するバイオテクノロジー、カイコってす
ごい虫）や「生物おもしろ33話」などを配布するなど、中学・高校教員への情報提供を試みた。

⑤ 研究に関するニーズを把握するシステムの構築 〔指標２－２－カ〕

見学、視察、技術相談等の来訪者数(一般公開除く)は、年間約300件、3,000人となっており、

このうち約10％が外国からの訪問者となっている。技術相談件数は、平均で年間約90件であっ

た。一般公開は、１日間の開催から平成21年から土曜日を含む２日間開催となったが、平均で

約2,400名の来訪者があった。研究内容を紹介するシンポジウムや、一般公開時にアンケート

を実施し、また直接意見交換のできる各種のフェアに参加した。このような、直接意見交換が

できるイベントやフェアを利用してニーズの把握に努めた。

遺伝子組換え研究推進室が対応した、SPPの講義や市民参加型展示ほ場では、アンケート調

査を実施して、遺伝子組換え関係の説明を聞いた前後の理解や印象の変化、疑問や不安につい

ても情報を収集した。これらの情報は取りまとめて、学会発表（分子生物学会、日本育種学会

で発表）を行っている。

（２）成果の利活用の促進

中期目標

新たな知見・技術のＰＲや普及に向けた活動、行政施策への反映を重要な研究活動と位

置付け、研究者及び関連部門によるこれらの活動が促進されるように努める。

研究成果は、第１期中期目標期間で得られたものを含めて、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、先端研究成果の実用化に向けた環

境を整備するとともに、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。普及に移しうる成果の件数については、数値目標を設定して創出に取り組む。

図６ 平成22年度市民参加型展示ほ場

除草作業（左）、ほ場に生育している雑草の説明（中）、

非選択性除草剤使用後の除草剤耐性ダイズ区(右）
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中期計画

①農林水産業における生産活動を通した社会への貢献（農業生産への貢献）及び社会に直

接の利便をもたらすことができる産業技術開発への貢献（生物産業への貢献）につなが

る成果（普及に移しうる成果）を、外部評価に基づき中期目標の期間内に10件以上創出

する。

②成果の受容者には、多様な媒体を通じて成果情報を伝えるように努める。

③各種研究成果を分かりやすい知的基盤データベースとして構築し、公開データとして

ホームページ上で発信するとともに、バイオテクノロジー研究の中核機関として利活用

のセンター機能を発揮する。

④これまで研究所に蓄積してきた遺伝資源やゲノムリソースを国内外に積極的に提供す

る。

⑤研究所の成果を活用したベンチャー育成促進に向けた環境の一層の整備を図る。

【指標２－２－キ】普及に移しうる成果に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。

【指標２－２－ク】研究成果の知的基盤データベース化、遺伝資源やゲノムリソースの積極的な提供等による成果の利

活用の促進の取り組みは十分行われているか。

【指標２－２－ケ】ベンチャー育成に向けた環境は整備されているか。

（中期実績）

① 普及に移しうる成果 〔指標２－２－キ〕

18年度から22年度において、主要研究成果を計54件を選定した。これらのうち９件が農林水

産省農林水産技術会議事務局が選ぶ、農林水産研究成果10大トピックスに選定され、３件が第

１位にランク付けなど高い評価を得ている（P104.表11「農林水産研究成果10大トピックスに

選ばれたプレスリリース内容」参照）。また、農業生産・生物産業への貢献に分類された９件

を普及に移しうる成果（直ちに利活用できる成果）として選定した（表10「普及に移しうる研

究成果」）。

表10　普及に移しうる研究成果

成果名 分野 センター・ユニット 選定年度

＜農業生産への貢献＞

DNAマーカーアシスト導入法による高肉質豚
の作出

動物 家畜ゲノム研究ユニット １８年度

コメの粒幅を大きくしたDNA変異の同定とイネ
栽培化における役割の解明

植物 植物ゲノム研究ユニット ２０年度

イネいもち病ほ場抵抗性遺伝子pi21の単離同
定

植物 ＱＴＬゲノム育種研究センター ２１年度

＜生物産業への貢献＞

遺伝子組換えカイコを利用したネコインター
フェロンの生産

昆虫 遺伝子組換えカイコ研究センター １９年度

種子貯蔵タンパク質蓄積変異体esp2 米粉の
優れた製パン適性

植物 遺伝子組換え技術研究ユニット ２０年度

遺伝子組換えカイコを用いた蛍光色を持つ高
機能絹糸の開発とその利用

昆虫 遺伝子組換えカイコ研究センター ２０年度

組織再生に有用なコラーゲンビトリゲルの開
発

動物 遺伝子組換え家畜研究センター ２０年度

異業種連携による遺伝子組換え高機能絹糸
の製品化

昆虫
遺伝子組換えカイコ研究センター・
生活資材開発ユニット・技術支援室

２１年度

血圧調整米の開発 植物 遺伝子組換え作物開発センター ２２年度
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② 多様な媒体を通じて成果情報を伝える 〔指標２－２－ク〕

インターネットが普及してきたことにより、一般国民にとってホームページは有力な情報伝

達手段となっている。このため、RSSフィードを利用するだけでなく、ページの改訂を行い、

アクセス数の増加を図った。研究成果は、主なものはプレスリリースを行い、また記者の取材

に積極的に対応することによって、新聞、テレビ、ラジオなどのマスコミに取り上げられるよ

うに活動をしてきた。さらに、年度ごとに主要研究成果集を発行し、その内容もホームページ

に掲載することによって成果情報へのアクセスを容易にしている。また、各種フェアに参加し

て展示を行い、一般公開の場を利用して成果情報を発信した。また、見学者対応も重要な情報

伝達の場であり、それぞれの見学者に対応した情報提供を行った。また、研究者の学会での発

表は成果情報発信の重要な場となっている。

③ 知的基盤データベース等の公開 〔指標２－２－ク〕

遺伝資源、イネゲノム、カイコを中心とする昆虫ゲノム、ブタゲノム関連のデータベースを

公開するとともに、それらの入り口を統合データベースと名付けて利用の利便性を図った。デー

タベースは随時内容を改訂するとともに、新たに開発されたデータベースも付け加えている。

現在、32種類のデータベース等を公開している。

④ 遺伝資源の提供 〔指標２－２－ク〕

遺伝資源の配布に関する規定に従い、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1,231件、微生物遺伝資源1,137件、動物遺伝資源264件、

イネＤＮＡ26件、ブタＤＮＡ20件であった。ゲノムリソースは、イネ完全長ｃＤＮＡ2,237件、

Tos17変異系統969件、遺伝解析材料210件の配布を行った。さらに原蚕種1,199蛾、交雑原蚕種

472蛾、交雑蚕品種5,452蛾、保存蚕品種31蛾、桑の接穂・苗木3,137本を配布した。

⑤ ベンチャー企業支援 〔指標２－２－ケ〕

研究成果を実施に結びつけ利用促進を図るため、「独立行政法人農業生物資源研究所ベンチ

ャー企業支援規則」を定め、ベンチャー企業に対する支援を行っている。

平成16年に認定した「（有）プロライフ」（絹タンパクを原料としたスキンケア素材の開発

と製造、販売事業）及び平成18年に認定した「（株）プリベンテック」（抗体製剤の開発と抗

体の新規利用法の開発に係る事業）の２社に対し、特許の実施許諾、大わし地区の別棟施設を

企業の活動拠点として利用するため、居室・実験室及び実験装置の利用許可を与えるなどの支

援を行った(プロライフについては平成22年6月まで)。また、「（株）プリベンテック」から支

援延長申請が提出され、平成28年3月までの延長が認められた。

（有）プロライフは化粧品用絹粉末素材を開発し、実用化に向けた研究を行った。

（株）プリベンテックは実用化に向けてサイトカインIL-10の大量生産を遺伝子組換えイネを

用いて開始した。まず研究用試薬としての販売を目指している。
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（３）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掲載、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。査読論文の数及びそ

のインパクトファクター（ＩＦ）については、数値目標を設定して成果の公表に取り組む。

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

1,460報以上の査読論文の発信を目指す。また、論文の量と併せて質の向上を図り、そ

の成果を国際的に注目度の高い学術雑誌等に積極的に発表する。中期目標期間内の全発

表論文のインパクトファクター（ＩＦ)総合計値3,300以上を目指す。

②研究成果が専門家のみならず、広く一般の国民にも理解されるよう、中期目標期間中に

100回以上のプレスリリースを行う等、プレス発表によるマスメディアを通じた広報や

ホームページ、具体的な展示等を通じた一般公開等の様々な広報手段を活用し、分かり

やすい広報活動を推進する。

【指標２－２－コ】論文の公表やＩＦに関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。

【指標２－２－サ】研究成果に関する情報提供と公開は適切に行われたか。プレスリリースに関する数値目標達成に向

けた進捗はどうか。

（中期実績）

① 学術論文等 〔指標２－２－コ〕

中期計画期間内における査読論文の数は1,867報となり、目標の1,460報を28％上回った。そ

れらの論文が掲載された学術誌のインパクトファクターを乗じた総合計値は5,137.305となり、

目標の3,300を55％以上上回った。

② 研究成果の情報提供と公開 〔指標２－２－サ〕

研究成果の情報提供を積極的に行った。記者発表はお知らせも含めて123回行った。記者レ

クチャーは平均で年に4.4回行った（図７）。記者発表も含めてマスコミの取材に積極的に対

応した結果、新聞にプレスリリース関連記事420回を含めて、生物研の活動に関連する記事は

平均で年に約160回掲載された。プレスリリースの中から、農林水産技術会議事務局が農業技

術クラブの協力を得て選定した、農林水産研究成果10大トピックスで、22年度には第５位、21

年度は第１位、第４位、第10位、20年度は第１位、19年度は第１位、 第７位、 第10位、18年

度には第８位に選出され、毎年注目される成果を発信した(表11）。また、各種シンポジウム

・研究会を年16回程度開催し、アグリビジネス創出フェア（図８）バイオアカデミックフォー

ラムなどの企業向け各種フェアに年９回程度参加し、また一般公開を開催するなど研究成果の

情報提供と公開を行った。

図７ プレスリリースの様子 図８ 平成21年アグリビジネス創出

フェアの展示状況
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表11 農林水産研究成果10大トピックスに選ばれたプレスリリース内容

年 度 成 果 名 順 位

平成18 イネ栽培化の鍵となった脱粒性抑制遺伝子を発見 第8位

平成19 イネでいもち病など複数の病害に強い防御機能を発揮する遺伝子 第1位

を、世界で初めて発見

イネの遺伝子数は約32,000と推定、うち、29,550の遺伝子の位置を 第7位

決定し、情報を公開

特定の除草剤に耐性をもつイネを、必要な遺伝子だけをピンポイント 第10位

で組み換えて作ることに世界で初めて成功

平成20 蛍光色を持つ高機能絹糸・繊維の開発に遺伝子組換えカイコを用い 第1位

て世界で初めて成功

平成21 イネの品種改良に新たな歴史を拓く、いもち病抵抗性遺伝子の発見 第1位

- 美味しく、いもち病に強い品種を開発 -

ブタゲノム塩基配列の概要解読が完了 - 美味しく安心できる豚肉 第4位

生産や医療用モデルブタ開発を加速 -

植物の免疫システムをかいくぐる、カビの「ステルス作戦」の発見 - 第10位

病原カビに対する新たな防除法の開発に期待 -

平成22 「コシヒカリ」の全ゲノム塩基配列解読 - 日本のおコメの起源と変遷 第5位

が明らかに -

（４）知的財産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、我が国の農業の振興に配慮しつつ、国際出願も含めた特許

権等の迅速な取得により権利の確保を図るとともに、民間等における利活用を促進する。

また、先端技術により得られた育種素材等については、優良品種の育成・普及を図る。

特許出願件数、特許許諾率及び品種登録出願数については、数値目標を設定して取り組

む。

中期計画

①研究成果の実用化のために不可欠な特許の戦略的取得を目指し、中期目標期間内に200

件以上の国内特許を出願するとともに、取得した特許については許諾状況等を踏まえ定

期的な見直しを行う。

②出願した特許等は、自ら積極的に公開し技術移転に努めるとともに、農林水産大臣が認

定した技術移転機関（ＴＬＯ）を通じた技術移転を図り、中期目標期間を通して６％以

上の許諾率を目指す。

③先端技術により得られた育種素材等については、ＭＴＡ（材料等移転合意書）等を交わ

すことによって権利を確保しつつ、優良品種の育成のために積極的に提供する。また、

育種研究の成果については、利用促進を図るため、中期目標の期間内に10件以上の新品

種及び中間母本の登録出願を行う。

【指標２－２－シ】特許出願に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。また許諾状況等を踏まえた見直しは行われ

ているか。

【指標２－２－ス】許諾率に関する数値目標は達成しているか。

【指標２－２－セ】育種に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。
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（中期実績）

① 知的財産権の取得 〔指標２－２－シ〕

特許出願は、５年間の合計で国内181件、外国117件であった。

設定登録された特許は、５年間の合計で国内104件、外国137件であった。

出願から７年経過しても実施許諾が見込めないなどの理由で権利放棄した特許は、国内につ

いては18年度32件、19年度18件、20年度９件、21年度13件、22年度10件で５年間の合計は82件

であった。外国は18年度49件、19年度57件、20年度32件、21年度33件、22年度24件で５年間の

合計は195件であった。

各年度末現在の保有特許数は件数は、国内18年度219-248件、外国122-122件で推移した(表

12)。

出願後７年、実施許諾の無い特許は、特許を保有する特段の理由がなければ、原則として権

利放棄している。

表12 特許出願、設定登録、保有、実施許諾件数

年度 特許出願件数 設定登録件数 特許保有件数(実施許諾件数)

国内 外国 計 国内 外国 計 国内 外国 計

18 31 18 49 31 37 68 219(30) 122(0) 341

19 30 20 50 15 42 57 220(29) 120(0) 340

20 50 21 71 15 24 39 223(24) 128(0) 351

21 35 25 60 15 16 31 228(37) 122(0) 358

22 35 33 68 28 18 46 248(39) 122(1) 370

合計 181 117 298 104 137 241 ------ ------ -----

①同じ内容の特許を複数国に出願している場合、複数回カウントしている。

②許諾数について、同じ内容の特許を複数企業等に許諾している場合は、１回としてカウント

している。

② 知的財産の技術移転 〔指標２－２－シ、指標２－２－ス〕

知的財産については、実施許諾可能な特許を、産学官連携推進会議、アグリビジネスフェア

等の展示会場において、民間企業等へ情報提供を行い、農林水産省認定TLO（技術移転機関）

のAFFTIS（社団法人農林水産技術情報協会）アイピーを通じるなどして特許権等の実施許諾を

図った。

特許実施許諾件数は、国内については18年度30件、19年度29件、20年度24件、21年度37件、

22年度39件であった。外国は22年度１件であった(表12)。

実施許諾収入は５年間の合計で1,091万円であった。

特許登録番号4117370(平20.5.2)「発明の名称:プライマー配列」は民間企業や社団法人等へ

実施許諾を行い、飼料中の反芻動物由来成分の検出に用いられ、BSE問題対応へ貢献した。

③ 品種及び中間母本の出願・登録

品種の登録出願は18年度１件、19年度２件、21年度１件、22年６件で５年間の合計は10件で

あった。

品種登録は18年度12件、19年度２件、21年度２件で５年間の合計は16件であった。
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自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第３

－２ Ａ ホームページの改修が繰り返され、５年間でアクセス数が増加し

た。各種イベントへの参加などによる広報活動で効果的な情報発信

に努めている。スキルアップマニュアルを作成し、適切なコミュニ

ケーションに向けた職員の資質向上が図られた。遺伝子組換え技術

等を利用した研究活動に関し、NIASオープンカレッジや市民参加型

イベントの開催などにより、国民との双方向コミュニケーションを

進めてきたが、さらなる取組が期待される。５年間の普及に移しう

る成果は９件で、目標値を１件下回ったが、プレスリリース件数、

原著論文数等は目標値を上回った。

３ 専門研究分野を活かしたその他の社会貢献

（１）分析、鑑定の実施

中期目標

行政、民間、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

①行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の所有する高い専門知識が必要とされ、

他の機関では実施が困難な分析、鑑定を実施する。

【指標２－３－ア】行政等の依頼に応じ、専門知識を必要とする分析・鑑定が適切に行われたか。

（中期実績）

① 分析・鑑定 〔指標２－３－ア〕

18年度：除草剤グリホサート耐性ダイズ及び非組換えダイズとツルマメの雑種と思われる

個体との交雑性

（民間企業（化学）からの依頼）

19年度：従来ダイズ品種(エンレイ)とツルマメの雑種と思われる個体との遺伝子型の比較

（民間企業（化学）からの依頼）

21年度：食品添加物「カードラン」の発酵生産菌の接種試験による病原性の有無を実施

（民間企業（食品）からの依頼）

22年度：幼若ホルモン及び抗幼若ホルモン活性の評価

（民間企業（化学）からの依頼）

今後も生物研が持つ、分析・鑑定能力を活かして社会貢献を果たしていく。
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（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け入れ

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国公立機関、大学、海外機関等外部機関からの研修生を積極的に受け入れ、人材育成、

技術水準の向上、技術情報の移転を図る。

【指標２－３－イ】講習、研修等の開催、国等の講習会への協力、研修生の受け入れ等が積極的に行われたか。

（中期実績）

① 研修・講習の実施 〔指標２－３－イ〕

研究所の研究成果の普及及び都道府県の研究者への啓蒙を目的として、18年度は「バイオイ

ンフォマティクス」をテーマとして都道府県研究員短期集合研修を開催した。また、JICA主催

の植物遺伝資源の持続的利用コースに講師を派遣するとともに、農林水産省農林交流センター

主催のワークショップでは「イネオリゴマイクロアレイ解析」「ゲノムインフォマティクス」

をテーマにした講習など計４回を開催した。その他の各種講演会等にも大学等研究機関へ10件、

公設試験機関へ５件、民間企業等へ４件、農水省関連機関へ４件、さらに小学校への出前授業

に１件で、延べ48名の講師を派遣した。

19年度は、JICAの植物遺伝資源の持続的利用コースに講師を派遣するとともに、農林交流セ

ンター主催のワークショップでは「イネオリゴマイクロアレイ解析」「ゲノムインフォマティ

クス」をテーマにした講習など計５回を開催し、都道府県、民間の研究者等に指導、普及を行っ

た。また、高等学校への授業協力として、茗渓学園高校生１名を受け入れ指導を行った。

20年度は、JICAの植物遺伝資源の持続的利用コースに講師を派遣するとともに、植物遺伝資

源集団研修として４名を受け入れ研修実施した。生物研と農林交流センター主催のワークショ

ップでは「イネオリゴマイクロアレイ解析」「バイオインフォマティクス」をテーマにした講

習など計２回を開催し、都道府県、民間の研究者等に指導、普及を行った。

21年度はJICAの植物遺伝資源の持続的利用コースに講師を派遣するとともに、植物遺伝資源

集団研修として４名を受け入れ研修を実施した。放射線育種場においてマレーシア原子力庁（M

INT)でのトレーニング／ワークショップに講師を派遣するとともに、１名の研究者を受け入れ、

ガンマーフィールド管理と突然変異に関する講習を行った。また、国際原子力機構（IAEA）の

要請により、韓国原子力庁（KAERI)に専門家を派遣した。生物研と農林交流センター主催のワー

クショップでは「イネオリゴマイクロアレイ解析」「バイオインフォマティクス」をテーマに

した講習など計２回を開催し、都道府県、民間の研究者等に指導、普及を行った。

22年度は、JICAの植物遺伝資源の持続的利用コースに講師を派遣するとともに、植物遺伝資

源集団研修として４名を受け入れ研修を実施した。放射線育種場において文部科学省「原子力

研究交流制度」により１名の研究者を受け入れ、ガンマ線の緩照射及び急照射を利用した突然

変異育種技術、放射線照射施設の構造及び操作・運営・管理に関する講習を行った。生物研と

農林交流センター主催のワークショップでは「マイクロアレイワークショップ2010」、「次世

代シーケンサーを利用したゲノム解析の実際」をテーマにした講習など計２回を開催し、都道

府県、民間の研究者等に指導、普及を行った。

② 人材育成のための研究者等受け入れ 〔指標２－３－イ〕

人材育成、技術水準の向上、技術情報の移転を図るため、18年度は、外来研究員22名、講習

生80名を受け入れ、研修、指導を行った。また海外からは、JSPS関係10名、JICA関係８名、そ

の他の経費区分で16名を受け入れた。

19年度は、外来研究員56名、講習生84名、連携大学院11名、インターンシップ12名を受け入

れ、研修、指導を行った。また海外からは、JSPS（独立行政法人日本学術振興会）関係12名、
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JICA関係21名を受け入れた。

20年度は、外来研究員49名、講習生90名、連携大学院15名、インターンシップ12名を受け入

れ、研修、指導を行った。また海外からは、JSPS関係９名、JICA関係21名を受け入れた。これ

らの講習等により、生物研が有する先端的な研究成果情報の発信、大学院学生等への教育指導

を行うことができた。研究の更なる進捗と学生教育を目的として大学院博士課程の学生を研究

勢力として雇用する、ジュニアリサーチャー制度を発足させ、20年度は４名の学生を受け入れ

た。

21年度は、外来研究員38名、講習生59名、連携大学院生16名、インターンシップ３名を受け

入れ、研修、指導を行った。また海外からは、JSPS関係７名、JICA関係13名を受け入れた。ジ

ュニアリサーチャー制度では20年度からの継続を含め７名の学生を受け入れた。

22年度は、外来研究員31名、講習生61名、連携大学院生15名、インターンシップ10名を受け

入れ、研修、指導を行った。また海外からは、JSPS関係８名、JICA関係18名を受け入れた。こ

れらの講習等により、生物研が有する先端的な研究成果情報の発信、大学院学生等への教育指

導を行うことができた。ジュニアリサーチャー制度では前年度からの継続を含む５名の学生を

受け入れた。

（３）行政との連携

中期目標

他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、緊急対応を含め、行政部局や各種委員会

等への技術情報の提供や専門家の派遣を行う。

中期計画

①農業分野のバイオテクノロジー研究の中核機関として、政府の委員会、会議等に職員を

派遣するとともに、政府の行う科学技術に関する国際協力、交流に中期目標期間中に50

人以上の専門家を派遣する等の協力を行う。また、行政等の要請に応じて技術情報を適

切に提供する。

【指標２－３－ウ】国際協力、交流に対する専門家の派遣に関する数値目標達成に向けた進捗はどうか。

（中期実績）

① 行政との連携 〔指標２－３－ウ〕

食品安全委員会専門委員、科学技術・学術審議会臨時委員等、政府、地方公共団体、社団法

人、財団法人、独立行政法人・大学等の各委員会に、５年間に延べ424人の役職員を派遣した。

（表13）

表13

委員等の人数 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計

国 5 11 14 13 14 57

地方公共団体 4 4 5 9 4 26

社団法人・財団法人 11 15 12 19 17 74

独立行政法人・大学等 36 26 55 76 74 267

計 56 56 86 117 109 424

行政からの要請・調査等に対応するため、農林水産省農林水産技術会議事務局（研究推進課、

国際研究課等）と緊密な連絡を取り、連携を深めた。また、行政ニーズを把握して研究に的確

に反映させるとともに、研究成果の内容に関する行政担当者の理解を深めるために、専任及び

研修員の身分で５年間に農林水産省へ10名、内閣府へ６名、文部科学省へ２名の職員を派遣し

た。
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政府が行う国際協力、交流等による海外派遣では、国際養蚕委員会(フランス)、生物多様性

条約第ABS作業部会(カナダ)などへ、18年度は10名、19年度は14名、20年度は12名、21年度は1

1名、22年度は３名、５年間合計50名を派遣した。行政機関その他への職員の派遣等により、

双方の情報交換、意思疎通の迅速化が図られ、研究推進、行政運営への貢献を行った。

（４）国際機関、学会等への協力

中期目標

国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。

中期計画

①研究所に蓄積された知的資産を社会に還元するため、学会等への委員の派遣等を積極的

に行い、社会への知的貢献を果たす。また、ＯＥＣＤ等の国際機関の要請に応じて専門

家を派遣することにより、国際的貢献を果たす。

【指標２－３－エ】国際機関の要請に応じた専門家の派遣など国際貢献が適切に行われているか。

（中期実績）

① 外部委員等の派遣 〔指標２－３－エ〕

社会貢献の一環として、日本育種学会、日本農薬学会、日本応用動物昆虫学会、日本蚕糸学

会、日本微生物資源学会、日本獣医学会等、日本学術会議に登録されている学術団体の理事、

監事、評議員、常任幹事、論文審査委員、及び編集委員等として、18年度は157名、19年度は5

8名、20年度は45名、21年度は58名、22年度は78名の職員を派遣した。

海外については、18年度は、国際原子力機関(IAEA)、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)、

国際イネ研究所(IRRI)、国際銀行(IBRD)、国際養蚕委員会(ISC)等、国際機関の要請に応じて、

延べ12名の職員を専門家として派遣した。

19年度は、国際連合食糧農業機関(FAO)、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)、国際養蚕委

員会(ISC)等、国際機関の要請に応じて、10名の職員を専門家として派遣した。

20年度はFAO等、国際機関の要請に応じて、６名の職員を専門家として派遣した。平成20年8

月12～15日、オーストリアで開催されたFAO/IAEA主催の国際突然変異育種シンポジウムに協賛

団体として協力し、理事長をはじめとして５名の研究者を講演者として派遣した。平成20年11

月24～28日、台湾に所在する国際研究機関である FFTC(食料肥料技術センター)の依頼によっ

て、フィリピンで開催された「アジア・太平洋地域におけるバイオマスの持続的生産と農業残

さ等の利用」国際ワークショップに研究者を派遣し、我が国のバイオマス研究に関する技術情

報を提供した。

21年度は、FAO、IAEAの要請に応じて、４名の職員を専門家として派遣した。また、相手国

の要請等により、21年度は各種講演による技術情報の提供等で15名を派遣した。また、OECD国

際共同研究プログラムのNational Correspondentとして生物研から１名が採択された。

22年度は、イタリア、ボローニャで開催された植物遺伝資源ゲノムシンポジウム、メキシコ

における遺伝資源の持続的利用に関する協力、米国におけるワークショップでの講演など、23

件の案件について合計29名の役職員を派遣した。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第３

－３ Ａ 各種講習会の開催、研修生等の受け入れ、政府、地方公共団体、

関係法人・大学等の委員会や会議等へ５年間で役職員延べ424人の

派遣、国際機関・学会等へ専門家50名の派遣と技術情報の提供など

により、専門研究分野を活かした社会貢献に努めた。
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第４ 財務内容の改善に関する事項

【指標３－ア】法人経営に係る具体的方針が明確にされているか。また、方針どおりに実行され、改善効果が現れてい

るか。

【指標３－イ】法人予算全体の人件費（業績評価を勘案した役員報酬を含む）、業務経費、一般管理費等法人運営に

おける予算配分の方針について、重点配分方針を打ち出すなど明確にされているか。

【指標３－ウ】競争的研究資金等の外部資金の獲得に向けた十分な取り組みが行われ、獲得金額が増加しているか。

【指標１－２－イと同じ】

【指標３－エ】法人における知的財産権等実施料収入等自己収入増加に向けた取り組みが行われ、その効果が現れて

いるか。

【指標３－オ】法人における運営費交付金及び受託収入の外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え

方が明記されているか。

【指標３－カ】利益剰余金について、その財源ごとに発生要因を明確にし、適切に処理されているか。目的積立金の申

請状況と申請していない場合は、その理由が明確にされているか。

【指標３－キ】人件費削減目標の達成に向けた具体的な取り組みが行われているか。その実績等から目標達成の見通

しはどうか。

【指標３－ク】法人の給与水準は適切か。国の水準を上回っている場合、その理由が明確にされているか。

【指標３－ケ】法人における業務経費、一般管理費の削減に向けた取り組みが行われ、その効果が現れているか。

【指標３－コ】保有資産の見直しについて、減損会計による経理事務が適切に行われているか。

【指標３－サ】官民競争入札等の活用について、検討が適切に行われているか。

【生物研指標３－シ】一般競争入札等の範囲拡大や契約の見直し、契約に係る情報公開は適切に行われているか。

【指標３－ス】特定関連会社、関連公益法人等に対する個々の委託の妥当性、出資の必要性が明確にされているか。

【指標３－セ】法人におけるコンプライアンス体制の整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入れた倫理委員会等の

設置、監事による内部統制についての評価の実施、研究上の不正に関する適切な対応など）が明確にされているか。

【指標３－ソ】会計検査院、政独委等からの指摘に適切に対応しているか。（他の評価指標の内容を除く）

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、競争的資金制度や政府等プロジ

ェクトへ積極的に提案・参画することにより外部資金を獲得し、業務運営費の確保に努めた。

また、経費の節減に努めるとともに、随意契約等の見直し計画の策定及び取り組みを行い、よ

り競争性を高めることで契約額を抑制するなど、効率的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業務費について、対前年度比１％減と毎年度予算が削減さ

れた中でも、計画通り業務を遂行することができた。
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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

「第２ 業務運営の効率化に関する事項」及び上記１に定める事項を踏まえた中期計画

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）予算配分方針 〔指標３－イ〕

18年度から開始された第２期中期目標期間においては、第１期中期目標期間の研究成果を踏

まえて、革新的な農業生産技術の開発や新たな生物産業の創出に資する研究を効率的に実施す

るため、研究組織のフラット化と研究課題の重点化を行った。これら重点化された全ての中期

課題の着実な達成を図るため、研究遂行に十分な一般研究費として、研究組織の規模（構成員

数）に応じた基本研究費を各研究ユニット等に一括配分し、ユニット長の裁量で執行できるよ

うにした。また、各研究領域内で、特に戦略的支援が必要と認められる研究に対して、研究領

域長の裁量で個人又はグループ単位で再配分可能な研究領域長裁量研究費を配分した。これら

の研究費は植物、昆虫、動物分野における基盤・比較ゲノム解析や遺伝子機能解析等のゲノム

リソース開発や、研究成果の実用化や新たな研究展開を加速化させるために重点的に再配分さ

れた。さらに、課題評価の結果に基づいた重点課題配分研究費を配分した。その他、運営費交

付金特別研究を実施し、運営費交付金の戦略的、効率的な運用を行った。

以上の一般研究費に加えて、研究を活性化するために共通経費から種々の予算的支援措置を

実施した。これらの予算配分の基本方針については、前年度末までに策定し、年度当初から執

行できるように配慮した。

①評価に応じた予算配分 〔指標３－イ〕

一般研究費については研究ユニット等に一括配分することにより、ユニット長等の裁量によ

る効率的かつ柔軟な予算執行を可能とした。またユニット内での再配分はユニット長の裁量と

し、配分結果は「費用対効果」の視点も導入して評価の際の資料とすることとした。また評価

に応じた予算配分を行うため、課題評価判定会の結果を踏まえて、重点課題配分研究費を配分

した。

②重点配分事項 〔指標３－イ〕

研究を活性化し、中期計画を円滑に遂行するための経費として、以下の事項について研究推

進費等から支援を行った。（表14「研究を活性化させるために行った支援措置」）

①組織再編に伴う居室・実験室等移動のための運搬等経費、②論文掲載料支援、③競争的研

究資金獲得支援、④技術移転活動支援、⑤シンポジウム等開催経費補助、⑥新規任期付研究員

のスタートアップ支援、⑦研修等受講経費補助、⑧在外研究員派遣支援、⑨連携大学院生受入

支援、⑩高額研究機器の整備支援、⑪研究材料供給管理に係る経費支援、⑫オープンラボ経費

支援

運営費交付金の戦略的、効率的な運用の一環として運営費交付金特別研究を実施した。プロ

ジェクトでは、評価検討会における評価委員の審査結果に基づき、重点配分課題、競争的配分

課題及び技術支援業務に研究費を配分した。（表２「特別研究による重点配分」）



- 112 -

（２）外部資金の獲得 〔指標３－ウ〔指標１－２－イ〕〕

第２期中期目標達成の加速化や将来の研究シーズの培養のために、科学研究費補助金、イノ

ベーション創出基礎的研究推進事業等の競争的資金制度へ所内の研究者が積極的に応募するこ

とを奨励するとともに、研究領域長、研究主幹等による応募書類の事前チェックと修正指導を

徹底し、二次審査（ヒアリング）のある競争的資金については予行演習と指導を行ったほか、

政府等プロジェクトへ積極的に提案・参画することにより外部資金の獲得に努めたところ、第

２期中期計画期間中の各年度毎における外部資金総獲得額は4,000百万円を超える結果となっ

た。（表15「外部資金の獲得状況」）

（３）自己収入増加 〔指標３－エ〕

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利用者が使いやすい遺伝資源検索システムの構築

表14　研究を活性化させるために行った支援措置

(千円)

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 合計

組織再編移動支援 50,000 24,000 10,000 5,000 7,000 96,000

論文掲載料支援 13,014 15,249 13,832 14,260 17,200 73,555

競争的研究資金獲得支援 2,000 11,900 14,500 16,300 26,300 71,000

技術移転活動支援 6,800 8,700 1,500 3,950 6,050 27,000

シンポジウム等開催経費補助 2,500 2,161 1,318 6,882 2,854 15,715

新規任期付研究員スタートアップ支援 9,000 4,000 4,000 7,000 7,000 31,000

研修等受講経費補助 59 1,046 1,721 536 3,362

在外研究員派遣支援 1,269 1,319 2,582 5,170

連携大学院生受入支援 6,550 7,000 13,550

高額研究機器の整備支援 41,354 72,890 111,856 90,304 185,159 501,563

研究材料供給管理支援 43,866 40,390 40,662 39,678 39,445 204,041

オープンラボ支援 26,500 26,500 23,600 76,600

表15　外部資金の獲得状況

(百万円)

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

農林水産省 3,174       4,175       3,992       3,964       3,473       

文部科学省 313         350         314         281         298         

厚生労働省 2            1            

独立行政法人 542         608         596         544         484         

その他 83           67           101         99           100         

総額 4,114       5,200       5,003       4,888       4,356       

（内、競争的資金） (798) (806) (768) (807) (772)
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②ＦＡＱの更新などわかりやすい情報提供

③オンライン配布申込みを可能にするなど利用者の利便性の向上

④配布対象遺伝資源やＮＩＡＳコアコレクションの充実

⑤配布種子の発芽率を向上させるなど遺伝資源の品質の向上

⑥出庫作業、事務手続きの効率化による納期の短縮

また、新たに植物遺伝資源の少量多系統種子を組み合わせる少量配布を開始した。更にWeb

サイトをリニューアルし、利活用の促進を図った。

試験研究用に栽培した米等は、栽培試験のために生産された米等であって、売払を目的とし

たものではないが、次期栽培のための種子用及び堆肥用等を除き、売払いを行っている。

特許等知的財産収入は18年度は354万円、19年度は132万円、20年度は179万円、21年度は156

万円、22年度は559万円であった。

民間企業との特許の共願(国内出願)は18年度は６件、19年度は４件、20年度は12件、21年度

は９件、22年度は10件であった。

特許権の譲渡案件は発生しなかった。特許の実施許諾交渉の過程で、売上げがある金額以上

になった場合に許諾料率を上げる、という民間企業間では一般的に適用されている条件を提案

したが実現には至らなかった。

（４）経費節減及び効率化目標との関係 〔指標３－ケ〕

電力量の節減対策として、特殊空調機器の個別空調への一部変更、外気温を考慮した冷暖房

の一時停止、電力メーター設置による電力使用量の詳細調査などの取り組み、また、ボイラー

を灯油方式から燃焼効率のいい都市ガス方式への計画的改修を行い、経費節減を図ったが、空

調機器の増設や夏期における異常高温等の影響もあり、必ずしもエネルギー使用量が減とは

なっていない。

大わし地区の研究実験施設等電気・機械設備運転保守管理業務について、随意契約から一般

競争による複数年契約（21年度～22年度）に変更したことにより、年間で56百万円の経費削減

となった。契約額が大きく減少したのは、一般競争が機能したことによるが、再委託がなくなっ

たことや契約方式を見直し複数年契約（２カ年）としたことが大きな要因と考えている。また、

試薬等の単価契約の範囲の拡大や所用車の削減等を行った。

松本・岡谷地区再編統合に伴う、敷地及び庁舎等主要施設については、減損会計基準に沿っ

て減損兆候の認識及び減損処理を適切に行った。また、減損対象資産の状況調査等を行い、今

後使用が想定されないもの等については、適切に減損処理を行った。

官民競争入札の活用に関して、現在、清掃業務、エレベーター保守業務、消防用設備保守業

務、警備業務等の施設管理業務については、個別に業務委託により実施しているが、サービス

水準の向上や調達事務、管理事務の効率化及びコスト削減のため、これら一連の業務の包括化

を検討している。包括化に向けては、全体としてコスト増とならないよう検討する。

（５）経営管理体制

①適正な事務処理の推進について 〔指標３－シ〕

ア．契約の改善に向けた取り組み状況

「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成19年8月10日閣議決定）、総務

省からの要請「独立行政法人における随意契約の適正化について（依頼）」（平成19年2月16日）、

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による各年度の二次評価の結果及び会計検査院の報

告「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」（平成

21年9月10日）等、独立行政法人に対する契約に係る指摘、要請を受けて、契約事務実施規則

の改正や随意契約等の見直し計画の策定、公表等を行い、これに基づいて契約の改善に取り組

んだ。

契約の関係規程については、随意契約の基準額を国の基準と同基準に改正、包括的随意契約

条項の削除、総合評価方式や複数年契約の規程への追加、入札公告の期間と予定価格の作成の

基準額を国と同基準に改正等を行った。

随意契約の見直しについては、18年度の契約状況の調査、点検を踏まえ19年12月に策定した

随意契約見直し計画に基づき、真にやむを得ないものを除き一般競争へ移行するよう取り組み

を行った結果、当該見直し計画に定めた随意契約（国等の委託元による審査済みのものを除く）
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の比率以下となり、達成された。

また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（閣議決定平成21年11月17日）

に基づき、競争性のない随意契約の見直しをさらに徹底して行うとともに、一般競争入札等に

ついても真に競争性が確保されているか、監事及び外部委員で構成した契約監視委員会におい

て点検・見直しを行った。この点検・見直しを基に、平成22年5月に新たな随意契約等見直し

計画を策定し、競争性のない随意契約の一般競争等への移行をさらに推進するとともに、１者

応札・１者応募の見直しについても、「「１者応札・１者応募」となった契約の改善方策につ

いて」（平成21年7月9日策定）を平成22年7月に改訂し、入札公告期間の延長、資格等級の緩

和、仕様書の業務内容の詳細かつ明確化、ホームページにＲＳＳの導入による調達情報の通知

など、さらなる改善に取り組んだ。この結果、一般競争契約のうち１者応札の占める割合は減

少している。なお、契約監視委員会は平成21年11月に設置以降５回開催し、随意契約、１者応

札・応募等に関し点検・見直しを行い、その議事の概要についてはホームページで公表してい

る。また、工事に係る契約手続き等の透明性の確保を図るため設置していた入札監視委員会に

ついては、平成22年12月に廃止するとともに、同委員会の審議等業務を契約監視委員会が一括

して行うよう平成22年12月に関係規程を改正した。

（契約の状況）

区 分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

一般競争 件数 16 ( 2.9%) 132 (25.3%) 214(46.0%) 228 (47.4%) 221 (49.1%)

金額 617,509 (13.9%) 1,793,896(35.1%) 2,346,064(41.8%) 2,474,510 (48.0%) 2,987,458 (57.6%)

指名競争 件数 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

金額 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

競争入札 件数 16 ( 2.9%) 132(25.3%) 214(46.0%) 228 (47.4%) 221 (49.1%)

計 金額 617,509 (13.9%) 1,793,896(35.1%) 2,346,064(41.8%) 2,474,510 (48.0%) 2,987,458 (57.6%)

う ち １ 件数 － (72)(54.5%) (109)(50.9%) 73 (32.0%) 64 (29.0%)

者 金額 － 1,006,764(56.1%) 698,429(29.8%) 465,531 (18.8%) 669,978 (22.4%)

う ち ２ 件数 － (60)(45.5%) (105)(49.1%) 155 (68.0%) 157 (71.0%)

者以上 金額 － 787,132(43.9%) 1,647,635(70.2%) 2,008,979 (81.2%) 2,317,481 (77.6%)

企画競争・ 件数 25 ( 4.5%) 18( 3.5%) 20( 4.3%) 23 ( 4.8%) 15 ( 3.3%)

公募 金額 41,475 ( 0.9%) 25,499( 0.5%) 63,261( 1.1%) 48,203 ( 0.9%) 79,079 ( 1.5%)

不落随意契 件数 1 ( 0.2%) (7)( 1.3%) (12)( 2.6%) 12 ( 2.5%) 13 ( 2.9%)

約 金額 32,130 ( 0.7%) 67,752( 1.3%) 650,651(11.6%) 106,855 ( 2.1%) 77,524 ( 1.5%)

国等の委託元に 件数 2 ( 0.4%) 223(42.8%) 198(42.6%) 199 (41.4%) 191 (42.4%)

よる審査済み 金額 8,114 ( 0.2%) 2,305,901(45.1%) 2,076,431(37.0%) 2,102,192 (40.7%) 1,749,970 (33.7%)

その他 件数 509 (92.0%) (141)(27.1%) 105(49.1%) 19 ( 4.0%) 10 ( 2.2%)

金額 3,752,037 (84.3%) 922,123(18.0%) 470,326( 8.4%) 428,235 ( 8.3%) 294,124 ( 5.7%)

随意契約 件数 537 (97.1%) (389)(74.7%) (251)(54.0%) 253 (52.6%) 229 (50.9%)

計 金額 3,833,756 (86.1%) 3,321,275(64.9%) 3,260,669(58.2%) 2,685,485 (52.0%) 2,200,697 (42.4%)

合 計 件数 553(100.0%) 521(100.0%) 465(100.0%) 481(100.0%) 450(100.0%)

金額 4,451,265(100.0%) 5,115,171(100.0%) 5,606,733(100.0%) 5,159,994(100.0%) 5,188,155(100.0%)

注１：「国等の委託元による審査済み」とは、委託元の企画競争や競争的研究資金の公募に際し、共同研究

グループの中核機関として応募し、採択された後、当該研究グループに所属する共同研究機関に対し、

再委託を実施したものであるが、透明性は確保されている。

注２：対象とする契約及び契約金額は、工事・製造（250万円以上）、財産の買い入れ（160万円以上）、物

件の借り入れ（予定年額賃借料又は総額が80万円以上）、役務提供（100万円以上）。

注３：（ ）内の数字は、合計の件数・金額に占める割合。ただし、１者及び２者以上については、競争

入札の件数・金額に占める割合。（少数点第２位を四捨五入し、第１位まで記載。）

注４：研究委託費及び調査委託費を含む。

注５：「随意契約（企画競争・公募）」は、独立行政法人が自ら公募を行った契約をいう。

注６：計数は単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
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イ．共用機器類の保守管理

共用機器類については、共用性の高い高額機器類の整理と管理体制の見直しを行い、使

用簿から利用状況を把握して、有効に使用された共用機械に対して、修理費等を負担する

ことにより研究推進上の利便性を維持しながら、経費節減を図った。

（表４ 共用機械登録数と経費負担状況）

②特定関連会社、関連公益法人に対する委託の妥当性 〔指標３－ス〕

生物研は、農林水産省農林水産技術会議事務局との委託契約に基づき、研究委託を社団法人

農林水産先端技術産業振興センターに再委託している。

これは、農林水産省農林水産技術会議事務局が公募した研究開発に対して、生物研が中核機

関として共同研究グループ（大学、独立行政法人、地方公共団体、民間、公益法人等）を構成

し、共同研究グループ内の研究実施体制及び研究課題を含めて応募し、外部有識者等で構成さ

れる農林水産省の審査会が再委託先も含めた共同研究グループ全体を審査した上で採択された

研究のうち、グループの構成員の一つである社団法人農林水産先端技術産業振興センターに委

託したものである。手続き上・形式上は随意契約されているが、実質的には競争性・透明性が

確保されている。

③コンプライアンス体制について 〔指標３－セ〕

18年度の組織改正において、コンプライアンスの推進や内部統制の強化のため、「監査室」

及び「安全管理室」を設置した。

「監査室」においては、業務運営及び会計処理について、合法性と合理性の観点から監査を

行うこととし、「安全管理室」においては、放射線取り扱い業務等、研究推進上関係法令の遵

守が必要な業務を統括し、管理・指導を行うこととした。

平成21年4月には、「監査室」を「監査・コンプライアンス室」に組織改編し、２名体制か

ら３名体制へ移行し、コンプライアンス及びリスク管理体制のさらなる強化を図った。

生物研として社会的信頼の確保を目指すため、平成19年に「農業生物資源研究所憲章」、「行

動規範」、「行動規範の推進に関する規程」、「研究倫理規程」を制定し、職員に向けてコンプ

ライアンス意識の周知徹底を図ったこと及び文部科学省、農林水産省の「研究機関における公

的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき、「競争的資金等の適正な運営・管理につい

て」を定め、管理責任者や通報・相談窓口をホームページ上に公開して、引き続き研究上の不

正に関する対応体制の強化を図っている。

コンプライアンスの実践を推進するため、外部講師を招いて「コンプライアンス推進研修」

を平成21年12月(173名参加）及び平成23年3月(172名参加）に開催し、職員のコンプライアン

スに関する意識を深めた。

④監査体制について 〔指標３－セ〕

内部監査においては、所内規程の遵守状況、会計処理状況、随意契約の見直し状況、資産の

保全状況及び業務の執行状況等について実態を把握するとともに、改善に向けて被監査部門に

対して指摘・提案等を行った。監査の結果は「内部監査総括報告書」として取りまとめ、18年

度より毎年、理事長及び監事あてに提出している。

監事による監査は、年度初めに示された監事監査方針・計画に沿って、定期監査、定常的監

査、重点的監査が実施され、監査報告書として毎年6月に理事長が報告を受けた。

その中で、監事からは、理事会、運営会議等、理事長が招集する重要な会議に出席する他、

理事長、理事、統括研究主幹、統括業務主幹、業務主幹、研究支援部門各室長及び各領域長と

の面談を行うなどして、法人の長のマネジメントである、研究所の目指す姿の周知、知的財産

の価値向上及び安全・コンプライアンスなど、内部統制の状況について点検した旨の報告が行

われるとともに、特に薬品管理、安全教育及び知的財産の管理と財産化などに改善すべき点が

あるとの指摘がなされた。

これら指摘事項については、各担当部署において対応し、薬品管理、安全教育については、

第５－４環境対策・安全管理の推進(p131）に記載した。また、知的財産の管理と財産化につ

いては、第２－２－(4)知的財産権等の取得と利用の促進(p104)に記載したほか、平成22年10
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月に知的財産ディレクターを設置するなどの対応を行った。

監事からは、平成23年3月の研究推進戦略会議(所内)において、知的財産及び安全・コンプ

ライアンスの徹底などで改善が進んでいるが、更に一層の改善が望まれるとの発言があった。

⑤総務省政策評価･独立行政法人評価委員会からの指摘 〔指標３－ソ〕

「諸手当及び法定外福利費の適切性の確保」について、諸手当については、国と異なる諸手

当や法人独自の諸手当は設けておらず支給もしていない。

また、法定外福利費については、保育支援事業は行っているが、レクリエーション経費等の

支出は行っていない。

保育支援事業は、次世代育成支援対策推進法に基づき策定した「次世代育成支援対策行動計

画」として、子育てを行う職員等の仕事と家庭の両立を支援することにより、働きやすい雇用

環境の整備のために必要であることから実施している。

⑥会計検査院からの指摘への適切な対応 〔指標３－ソ〕

１）18年度決算検査報告関係

会計検査院の平成18年度実地検査で前年度に指摘のあった「農業生物資源ジーンバンク事

業」については、内規を改正し、関係機関に指導徹底する処置を講ずるとともに自己収入の

増加を図ることとした。

また、ジーンバンク事業に関する委託事業の契約に係る非常勤職員の賃金の支払いについ

ては、契約の相手方の関係法人に対して適切な事務処理の徹底を図ることとした。（処置済

事項）

２）20年度決算検査報告関係

ア 平成20年10月に会計検査院から、「農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステム

運用支援業務等に係る労務費の積算について、業務の内容に適合した経済的な積算を行う

よう」是正改善の処置を求められた事項は、同運用支援業務の労務費の積算基準を定めて、

21年度以降の契約に反映させることとした。（処置済事項）

イ 農林水産省への検査において、生物研が、農林水産省からプロジェクト研究の委託を受

け、その一部を岡山大学に再委託していたが、岡山大学において一部不適正な経理処理が

あったとされたため、農林水産省からの指示により、岡山大学から返納を受け、農林水産

省に返還した。生物研は、農林水産省と同様に委託費の適正な執行について必要な措置の

導入や指導を行っていたが、今後はさらに徹底することとした。

ウ 他法人において、航空機を利用した出張に係る旅費の支給において、国内線旅客施設使

用料を、日当の構成要素に含まれているにもかかわらず航空賃として支給していたことが、

旅費の過大支給との指摘を受けたため、農林水産省から同様の事案について所要の処置を

講じるよう指示を受けた。

生物研においても、同様の取り扱いを行っていたことから、平成21年8月末で同取り扱

いを止め、9月1日以降の出張から同使用料は日当に含まれるとし、支給しないこととした。

また、生物研の同取り扱いによる支給額を自主返納した。

３）21年度決算検査報告関係

他法人に対して、20、21 両年度の農林水産省委託事業における非常勤職員の賃金のうち、

過大に支払われていたと認められる前記の賃金相当額について国庫に返還させること、また、

非常勤職員の業務の実施状況を業務日誌に記載することなどにより、非常勤職員が農林水産

省委託事業に従事した時間数を把握し、農林水産省委託事業に係る非常勤職員の賃金を実績

報告書に適切に計上させるよう指示を受けた。

生物研においても、農林水産省委託事業に係る非常勤職員の業務日誌作成を行っていな

かったことから、平成22年7月末で同取り扱いを止め、8月以降の非常勤職員の業務の実施状

況を業務日誌に記載することなどにより、非常勤職員が農林水産省委託事業に従事した時間

数を把握し、農林水産省委託事業に係る非常勤職員の賃金を実績報告書に計上することとし

た。
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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 37,178 36,394 ▲784

施設整備費補助金 1,201 1,373 172

事業補助金 － 6 6

受託収入 18,452 22,599 4,147

諸収入 72 154 82

寄附金収入 － 31 31

松本地区土地売払収入 － 1,785 1,785

計 56,903 62,342 5,439

支出

業務経費 14,193 14,202 9

業務経費（寄附金） － 31 31

施設整備費 1,201 1,373 172

事業補助金 － 6 6

受託経費 18,452 22,589 4,137

松本移転経費 － 771 771

一般管理費 2,226 2,213 ▲13

人件費 20,831 19,536 ▲1,295

計 56,903 60,721 3,818

注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

（決算額の注記）

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。

（１）受託収入の増加額の主な要因は、農林水産省予算の増加に伴う政府受託収入の増加

であり、受託経費の増加は、受託収入の増加に起因するものである。

（２）松本地区土地売払収入は、独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決

定）に記されたため、松本地区における土地を、松本市役所及び松本市土地開発公社

へ公共事業用地として売却した土地売却収入である。

また、松本移転経費は売却収入を財源として、再編統合に必要な代替資産取得費及

び庁舎等の取毀経費を支出したことによるものである。

（３）人件費支出の減少額は、組織及び業務見直し並びに再雇用等により、職員の採用抑

制を行ったことによるものである。
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（参考）

収入

 　運営費交付金 37,178 7,467 7,467 7,526 7,526 7,209 7,209 7,210 7,210 6,982 6,982 36,394 36,394

 　施設整備費補助金 1,201 451 443 217 217 279 278 175 220 216 215 1,338 1,373

 　事業補助金 - - - - - - - 0 4 0 2 0 6

 　受託収入 18,452 3,691 3,964 3,690 5,003 3,690 4,824 3,690 4,674 3,690 4,134 18,451 22,599

 　諸収入 72 14 18 14 34 14 20 15 37 15 45 72 154

 　寄付金収入 - 0 7 0 5 0 6 0 6 0 7 0 31

 　松本地区土地売払収入 - - - - - 1,069 589 1,609 341 855 855 3,533 1,785

   計 56,903 11,623 11,899 11,447 12,785 12,261 12,926 12,699 12,492 11,758 12,240 59,788 62,342

支出

 　業務経費 14,193 2,896 2,662 2,864 2,850 2,841 2,846 2,824 2,746 2,796 3,098 14,221 14,202

 　業務経費（寄付金） - 0 7 0 5 0 6 0 6 0 7 0 31

 　施設整備費 1,201 451 443 217 217 279 278 175 220 216 215 1,338 1,373

 　事業補助金 - - - - - - - 0 4 0 2 0 6

 　受託経費 18,452 3,691 3,981 3,690 4,998 3,690 4,813 3,690 4,667 3,690 4,130 18,451 22,589

 　松本移転経費 - - - - - 606 41 1,045 328 855 402 2,506 771

 　一般管理費 2,226 473 459 458 458 454 451 434 430 423 415 2,242 2,213

 　人件費 20,831 4,112 3,888 4,218 4,021 4,155 3,941 4,162 3,869 3,993 3,817 20,640 19,536

　 計 56,903 11,623 11,440 11,447 12,549 12,025 12,376 12,331 12,270 11,973 12,086 59,399 60,721

年　度
計　画

年　度
計　画

決算
年　度
計　画

決算

注）　各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、端数において合計と合致しないことがある。

平成18～22年度予算及び決算
（単位：百万円）

区　　　分

18 19

決算

中期計画

予　　　算 年　度
計　画

20

年　度
計　画

決算

21

決算
年　度
計　画

決算

合計22
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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 54,943 59,155 4,212

経常費用 54,753 58,624 3,871

人件費 20,831 19,171 ▲1,660

業務経費 12,043 12,184 141

受託経費 17,351 20,370 3,019

一般管理費 2,065 2,393 328

減価償却費 2,463 4,506 2,043

財務費用 190 132 ▲58

臨時損失 0 400 400

収益の部 54,995 59,605 4,610

運営費交付金収益 34,878 34,189 ▲689

施設費収益 － 218 218

補助金収益 － 5 5

諸収入 72 136 64

受託収入 18,452 22,596 4,144

寄附金収入 － 157 157

物品受贈益 － 69 69

資産見返運営費交付金戻入 1,593 1,543 ▲50

資産見返物品受贈額戻入 － 251 251

資産見返寄附金戻入 － 137 137

臨時収益 0 304 304

純利益 52 450 398

目的積立金取崩額 0 437 437

総利益 52 886 834

注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

（決算額の注記）

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。

（１）臨時損失決算額は、固定資産除売却損のほか、東日本大震災で損失した施設等を修

繕するための引当金を計上したことによるものである。

（２）臨時収益決算額は、臨時損失に対応した資産見返戻入額及び固定資産売却益であ

る。
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（参考）

費用の部 54,943 11,042 11,365 11,032 12,366 10,967 12,022 10,970 11,967 10,785 11,435 54,796 59,155

   経常費用 54,753 11,004 11,205 10,995 12,292 10,929 11,952 10,932 11,924 10,747 11,251 54,607 58,624

      人件費 20,831 4,112 3,886 4,218 4,023 4,155 3,940 4,162 3,687 3,993 3,635 20,640 19,171

      業務経費 12,043 2,466 2,374 2,434 2,413 2,411 2,328 2,394 2,571 2,366 2,498 12,071 12,184

      受託経費 17,351 3,470 3,745 3,470 4,538 3,470 4,205 3,470 4,217 3,470 3,665 17,350 20,370

      一般管理費 2,065 441 486 426 485 422 484 401 479 391 459 2,081 2,393

      減価償却費 2,463 515 714 446 833 471 995 504 970 526 994 2,462 4,506

 　財務費用 190 38 20 38 41 38 33 38 23 38 15 190 132

   臨時損失 0 0 140 0 32 0 38 0 21 0 169 0 400

 

収益の部 54,995 11,012 11,226 11,067 12,349 10,986 12,099 10,982 11,918 10,801 12,013 54,848 59,605

   運営費交付金収益 34,878 7,007 6,665 7,066 6,876 6,976 6,793 6,945 6,621 6,737 7,234 34,731 34,189

   施設費収益 - 0 74 0 1 0 2 0 141 0 0 0 218

   補助金収益 - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5

   諸収入 72 14 14 14 21 14 19 15 37 15 45 72 136

   受託収入 18,452 3,691 3,975 3,690 4,996 3,690 4,809 3,690 4,667 3,690 4,149 18,451 22,596

   寄付金収入 - 0 23 0 85 0 23 0 19 0 7 0 157

   物品受贈益 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69

   資産見返運営費交付金戻入 1,593 300 327 297 297 305 290 333 304 358 325 1,593 1,543

 　資産見返物品受贈額戻入 - 0 3 0 1 0 86 0 82 0 79 0 251

 　資産見返寄付金戻入 - 0 5 0 40 0 49 0 22 0 21 0 137

   臨時収益 0 0 140 0 33 0 29 0 20 0 82 0 304

 

純利益 52 ▲ 30 ▲ 139 35 ▲ 17 19 77 13 ▲ 49 16 578 53 450

目的積立金取崩額 0 0 193 0 86 62 82 27 44 2 32 91 437

総利益 52 ▲ 30 54 35 69 81 159 40 ▲ 6 18 610 144 886

合計

年　度
計　画

平成18～22年度収支の計画及び実績

決算
年　度
計　画

（単位：百万円）

区　　　分
中期計画
予　　　算

18 19 20 21 22

決算
年　度
計　画

決算
年　度
計　画

決算

注）　各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、端数において合計と合致しないことがある。

決算
年　度
計　画

決算
年　度
計　画
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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 56,903 64,102 7,199

業務活動による支出 49,759 55,206 5,447

投資活動による支出 4,423 4,487 64

財務活動による支出 2,721 1,958 ▲763

次期中期目標の期間への繰越金 － 2,451 2,451

資金収入 56,903 64,102 7,199

前中期目標期間からの繰越金 － 1,906 1,906

業務活動による収入 55,702 59,276 3,574

運営費交付金による収入 37,178 36,394 ▲784

受託収入 18,452 22,606 4,154

寄附金収入 － 31 31

その他の収入 72 246 174

投資活動による収入 1,201 2,921 1,720

施設整備費補助金による収入 1,201 1,157 ▲44

その他の収入 0 1,764 1,764

財務活動による収入 0 0 0

その他の収入 0 0 0

注）各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、合計と合致しないことがある。

（決算額の注記）

本表は、中期目標期間の５カ年間における「キャッシュ・フロー計算書」を基に作成して

いる。

（１）投資活動による収入のその他の収入は、松本地区土地売却収入によるものである。
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（参考）

資金支出 56,903 11,623 12,445 11,447 12,541 12,025 12,203 12,331 12,446 11,973 14,466 59,399 64,102

   業務活動による支出 49,759 9,983 11,763 10,042 11,264 9,970 10,986 9,974 10,953 9,805 10,240 49,774 55,206

   投資活動による支出 4,423 1,096 496 861 883 1,511 766 1,813 1,032 1,624 1,310 6,905 4,487

   財務活動による支出 2,721 544 186 544 394 544 451 544 461 544 466 2,720 1,958

   次期中期目標期間への繰越金 0 2,451 2,451

資金収入 56,903 11,623 13,545 11,447 12,901 12,262 12,755 12,699 12,578 11,757 12,324 59,788 64,102

   前中期目標期間からの繰越金 - 1,906 1,906

   業務活動による収入 55,702 11,172 11,504 11,230 12,504 10,914 12,051 10,915 11,901 10,687 11,316 54,918 59,276

      運営費交付金による収入 37,178 7,467 7,467 7,526 7,526 7,209 7,209 7,210 7,210 6,982 6,982 36,394 36,394

      受託収入 18,452 3,691 4,016 3,690 4,953 3,690 4,815 3,690 4,655 3,690 4,167 18,451 22,606

      寄付金収入 - 0 7 0 5 0 6 0 6 0 7 0 31

      その他の収入 72 14 14 14 20 14 21 15 30 15 161 72 246

   投資活動による収入 1,201 451 135 217 397 1,348 704 1,784 677 1,070 1,008 4,870 2,921

      施設整備費補助金による収入 1,201 451 131 217 388 279 145 175 340 216 153 1,338 1,157

      その他の収入 0 0 4 0 9 1,069 559 1,609 337 855 855 3,533 1,764

   財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成18～22年度資金の計画及び実績

区　　　分
中期計画
予　　　算

18 19 20

決算
年　度
計　画

年　度
計　画

21 22 合計

決算
年　度
計　画

（単位：百万円）

注）　各項目毎に単位未満を四捨五入しているため、端数において合計と合致しないことがある。

決算
年　度
計　画

決算
年　度
計　画

決算
年　度
計　画

決算
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（４）外部委託費の内訳と委託に係る成果、外部委託に係る考え方 〔指標３－オ〕

運営費交付金プロジェクトでは、研究材料の制約上、生物研で実施できず外部委託が適当で

あると考えられた課題について、企画競争による募集を行い、研究計画、実験方法、実施体制

等について審査をした上、外部委託を行った。

受託収入の研究委託については、農林水産省委託プロジェクト研究等の受託研究では、生物

研が中核機関として大学等の他機関の研究者と連携して課題遂行に も適した研究グループを

構成し企画提案を行い、審査を経て受託した課題において、研究グループ内の機関へ外部委託

を行った。

なお、22年度に新規に開始された農林水産省委託プロジェクト研究等については、参画機関

で構成した研究組合が実施することとなったため、外部へ研究委託することはなくなっている。

① 受託収入の支出内訳

（単位：百万円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合 計

法定福利費 54 54 61 58 60 287

その他人件費 538 509 575 563 544 2,729

研究委託費 1,576 2,308 2,076 2,098 1,749 9,807

外部委託費 198 262 131 139 99 829

研究材料消耗品費 581 592 557 632 536 2,898

支払リース料 9 3 2 2 2 18

賃借料 2 1 2 1 1 7

旅費交通費 44 35 56 43 39 217

減価償却費 352 452 497 505 507 2,313

保守・修繕費 349 406 406 363 333 1,857

水道光熱費 226 240 230 223 203 1,122

備品費 76 36 30 35 27 204

諸謝金 2 1 1 1 1 6

国等返却予定機器費 41 47 28 16 27 159

図書印刷費 9 4 4 2 2 21

その他経費 41 42 44 42 41 210

固定資産 59 90 214 54 86 503

計 4,157 5,082 4,914 4,777 4,257 23,187
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② 外部委託費の内訳

（単位：百万円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合 計

運営費交付金 604 561 486 465 532 2,648

研究委託費 474 424 386 353 309 1,946

調査委託費 16 28 9 14 36 103

その他委託費 114 109 91 98 187 599

受託収入 1,773 2,570 2,208 2,237 1,848 10,636

研究委託費 1,576 2,308 2,076 2,098 1,749 9,807

調査委託費 66 141 14 27 17 265

その他委託費 131 121 117 112 82 563

注１ その他委託費の主な内容は、研究支援関連業務、シンポジウム等開催運営、研究支援

者派遣、英文校閲、実験動物処分、実験廃棄物処理、圃場管理

③ 研究委託の成果

農林水産省受託プロジェクト、文部科学省受託、農業生物資源ジーンバンク事業等について、

外部委託研究を実施した（表16 外部委託研究の成果）。

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、７億円を限度とする。

想定される理由：運営費交付金の受入れの遅延

【指標４】短期借入を行った場合、その理由、金額、返済計画等が適切か。

（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

なし

表16　外部委託研究の成果

原著論文 244報 (100報) 155報 ( 71報) 109報 ( 21報) 145報 ( 36報) 176報 ( 80報) 829報 (308報)

知的財産権出願 12件 (  5件) 11件 (  5件) 5件 (  3件) 6件 (  2件) 8件 (  4件) 42件 ( 19件)

新品種及び中間母本 2件 (  1件) 6件 (  1件) 11件 (  0件) 3件 (  0件) 1件 (  0件) 23件 (  2件)

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 合計
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（中期実績）

①再編統合による土地等の譲渡

松本地区（長野県松本市）及び岡谷地区（長野県岡谷市）は、つくば地区に再編統合するこ

と及び松本地区の土地の売却収入をもって機能移転整備等を図ることを平成19年1月に決定し、

この内容を「独立行政法人の整理合理化案」（平成19年8月）に記載した。

松本地区は、20年度につくば地区に統合したが、その跡地のうち惣社地区（第３桑園）につ

いては、松本市及び松本市土地開発公社から防災公園整備等のために有効活用したい旨の要望

を受け、平成21年2月に当該地を有償譲渡した。

中山地区（第２桑園）については、松本市からの「農業を核とする新たな地域振興」事業の

ために有効活用したい旨の要望を受け、平成21年11月に土地及び建物等を有償譲渡した。

県地区（庁舎敷地及び第１桑園）については、松本市から「あがたの森健康文化ゾーン構想」

事業のために有効活用したい旨の要望を受け、平成22年9月に当該地を有償譲渡した。

なお、本件売却については、第２期中期計画において予め計画できなかったことから、それ

ぞれ農林水産大臣に重要な財産に係る処分の認可申請を行い、この認可を受けて売却先と土地

売買契約を締結し、売払代金を受領し、引渡しを完了している。

また、岡谷地区については、平成23年3月につくば地区に統合したが、その敷地の所有者で

ある岡谷市から借地上にある施設を現状のまま活かして「蚕糸博物館」として有効活用したい

との要望があったため、農林水産大臣に重要な財産に係る処分の認可申請を行い、この認可を

受けて、平成23年3月末日に当該施設を無償譲渡した。

②割愛要請による土地の譲渡

大わし地区の敷地について、国土交通省関東地方整備局常総国道事務所から首都圏中央連絡

自動車道の新設工事のため、土地の一部（法面部分）の割愛要請を受け、検討した結果、当該

土地は法面部分であり、業務運営上支障がないこと等により、割愛要請を受け入れることを決

定し、農林水産大臣に重要な財産に係る処分の認可を受けて、土地売買契約を締結し、平成20

年2月に有償譲渡した。

６ 剰余金の使途

中期計画

ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発等に関する試験研究の充

実・加速及びそのために必要な研究用機器の更新・購入等に使用する。

【指標６】剰余金が適正な使途に活用されているか。また、それにより成果が出ているか。

（中期実績）

該当なし

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第４

Ａ 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

的資金制度や政府等プロジェクトへ積極的に提案・参画することに

より外部資金を獲得し、業務運営費の確保に努めた。また、業務経

費、一般管理費の節減に努め、随意契約等を見直し、競争性を高め

ることで契約額の抑制に努めたことなどにより、毎年度予算が削減

される中、計画通り業務を遂行できた。コンプライアンス強化のた

め、組織体制や行動規範等を整備した。総務省政策評価委員会や会

計検査院からの指摘等への適切な対応に努めた。
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第５ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

１ 施設及び設備に関する計画

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18年度～平成22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

研究施設の整備 施設整備費補助金

研究援助施設の整備

機関維持運営施設の整備

その他業務実施上必要な施設・設備の整備等

合 計 1,201±χ

（注）χ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費

【指標７－１】ミッションの達成に向けた施設・設備の計画的整備が行われているか。【指標１－２－ウと同じ】

（中期実績） 〔指標７－１〔指標１－２－ウ〕〕

研究施設・設備の改修、修繕等については、老朽化の現状や研究の重点化を踏まえた中長期

的な計画をもって実施すると共に、施設修繕維持経費の効率的・計画的な執行を目標とした。

このため、施設利用委員会において、第２期の中期目標期間に改修・修繕が必要となる全ての

施設・設備に対して、必要性、緊急性等の視点から順位付けを行い、第２期中期目標期間にお

ける施設・整備に関する計画を策定し、整備を実施した。また、この施設整備計画（マスター

プラン）は研究の重点化方向や施設の利用状況の変化に合わせて適宜見直し、整備案件の追加

・変更、整備年度の前倒し実施等に反映させた。なお、21年度施設整備費補助金（補正）で新

設予定であった超高速遺伝子解析拠点施設、スギ花粉症緩和米試験研究拠点施設及び遺伝子組

換えカイコ実用化技術開発拠点施設の３施設については、早期竣工を目指し施設設計を行った

が、平成21年10月16日の閣議決定に基づく国の方針により施工中止となった。

年度 件 名 金 額（百万円） 予 算 科 目

１８ 本部地区研究本館ほかアスベスト対 ７４ 施設整備費補助金

策改修 （17年度補正予算）

アスベストが飛散した場合の暴露被害の懸念が無くなり、健康面の向上が図

られた。

高圧受変電設備改修 ３７０ 施設整備費補助金

本設備の改修により研究施設等への安定した電力供給が図られた。

１９ 閉鎖系温室改修 ２１６ 施設整備費補助金
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カルタヘナ法の規制を受け遺伝子の拡散防止の措置をした閉鎖系温室への改

修により、遺伝子組換え作物の研究開発が推進された。

２０ 生物間相互作用実験棟改修 ２７６ 施設整備費補助金

昆虫の餌となる植物の育成とその植物等を利用した昆虫の増殖が行えるよう

施設を改修し、生物間相互作用研究を進め、総合的病害虫管理（ＩＰＭ）の

素材開発や新たな作物保護技術のための基礎研究の進展に貢献した。

２１ 研究棟ほか外壁及び屋上防水改修 ７９ 施設整備費補助金

経年劣化による外壁落下や漏水の危険性が無くなり、建物の安全性及び耐久

性の向上が図られた。

カイコ先端技術研究棟及び育種素材 １９７ 松本地区土地売却

実験棟・原蚕種製造蚕室改修 収入

カイコ先端技術研究棟の改修により、新たなシルク素材の特性評価等の研究

が推進された。また、育種素材実験棟・原蚕種製造蚕室改修により、画期的

な特性を持つ遺伝子組換えカイコ品種の実用化研究が推進された。これらの

改修により、松本・岡谷地区が担っていた研究機能を滞りなく実施すること

ができた。

２２ 病原微生物実験棟改修 ２１５ 施設整備費補助金

ゲノム情報を利用したバイオテクノロジー研究開発のため病原微生物実験棟

を改修するとともに、生物研が有する大規模ゲノム解析機器等を集中・強化

し、技術開発拠点として整備した。

蚕種保護庫・人工孵化実験棟改築 １８０ 松本地区土地売却

収入

松本地区で行われていた国指定の実用品種の蚕種製造・配布及び新規用途の

開発のための新たな系統の開発や北杜地区のジーンバンクで保存している品

種の危険分散のための蚕種保護を行うため、蚕種保護庫・人工孵化実験棟の

空調設備改修、浸酸室の改善等整備した。

昆虫遺伝子機能解析実験棟改修 ７６４ 松本地区土地売却

収入

松本・岡谷地区が担っていた研究に対応し、加えてゲノム情報や遺伝子組換

え技術等を活用・発展させるための施設を整備した。遺伝子等の高度解析、

染色体置換系統及び遺伝子組換え体作出、マイクロアレイ解析等に必要な機

器を集中させた解析センター機能と共同研究機能を有する施設としたことに

より、ゲノム情報の基盤構築とそれを利用した有用遺伝子探索や遺伝子導入

による物質生産に至る一連の研究が効率よく行えることとなった。
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自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第５

－１ Ａ 研究施設・設備の改修、修繕等については、老朽化の現状や研究

の重点化を踏まえ、施設修繕維持経費の効率的・計画的な執行を行

うため、施設整備計画を作成した上で、研究の重点化方向や施設の

利用状況の変化に合わせて同計画を適宜見直しながら、適切な整備

の実施に努めた。

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、その実現を図る。

中期計画

①方針

効率的・効果的な業務の推進が図られるように研究管理支援部門の組織体制を見直

し、適切な職員の配置を行う。また、研究分野の重点化や研究課題を着実に推進するた

めの組織体制を整備し、職員を重点的に配置する。

②人員に係る指標

期末の常勤職員数は、期初職員相当数を上回らないものとする。

【指標７－２－ア】法人内の役割分担の見直し、組織再編・人員配置が適切に行われているか。

【指標７－２－イ】期末の常勤職員数が、期初職員相当数を上回っていないか。

（中期実績）

① 方針 〔指標７－２－ア〕

研究管理支援部門については、18年度に組織体制を見直し、従来の企画調整部及び総務部を

廃止し、13の室を並列に配置して組織をフラット化し、各部署における独立性の確保による権

限の付与と責任の明確化を図り、併せて各部署の業務に対応した職員の配置を行った。平成21

年4月1日には、「監査室」を「監査・コンプライアンス室」に改編し、コンプライアンス体制

の強化を図り、必要な要員を配置した。また、第２期の間、人員の効率化に対応するとともに、

各部署において新たに求められた業務に対しては重点配置を行うなど適切な職員配置を行っ

た。特に、知的財産（主に特許）管理の強化及び産学官連携推進に係る職員の資質向上を図る

ため、平成22年10月1日に公募により民間企業の知的財産管理業務の経験者を特定任期付職員

として３年間の任期で採用した。

研究部門については、中期計画を着実に実施するために、18年度に組織体制を見直し、研究

課題に対応した組織体制とするため、４つの研究センターの配置と基盤、植物、昆虫、動物の

４つの研究領域に22の研究ユニットを配置した。平成19年4月1日には、基盤研究領域にダイズ

ゲノム研究チームを発足させ、チーム長に招へい型任期付研究員を採用し、研究推進体制を強

化した。この間、研究職員の採用については、領域長などの管理職やユニット長などの研究リー

ダーを含め原則として公募により採用し、採用ポストについては定年退職等により欠員が出た

からということではなく、今後の研究の進展見込みや採用者の研究遂行能力の見極めを慎重に

行い、重点分野について適材適所の職員配置を行った。
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② 人員に係る指標 〔指標７－２－イ〕

期初の常勤職員相当数424名に対して、５年後の期末(平成23年3月31日現在)の常勤職員数は

374名であり、期初を上回らない。

（２）人材の確保

中期目標

研究職員の採用に当たっては、任期制の一層の活用等、雇用形態の多様化及び女性研究

者の積極的な採用を図りつつ、中期目標達成に必要な人材を確保する。研究担当幹部職員

については公募方式等を積極的に活用する。

中期計画

①研究職員の採用に当たっては、任期制の活用、公募等により、研究所の研究推進に必要

な優れた人材を確保するとともに、適切な人材養成を行う。

②研究リーダーについては、広く研究所内外から優れた人材を確保するため、公募方式を

積極的に活用する。

③女性研究者の採用に関しては、応募者に占める女性割合と、採用者に占める女性割合と

でかい離が生じないよう努める。

④次世代育成支援行動計画に基づき、仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に努め

る。

【指標７－２－ウ】任期付雇用、研究リーダーの公募等を活用し、長期的視点に立った人材確保の取り組みを行ってい

るか。

【指標７－２－エ】女性研究者の応募に占める割合と採用に占める割合でかい離が生じていないか。

【指標７－２－オ】仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備に向けた取り組みが行われているか。

（中期実績）

①及び② 研究職員の採用と適切な人材養成 〔指標７－２－ウ〕

研究職員の人材確保は、当該分野の特質、求める人材の具備すべき資質等を考慮しながら、

人事交流、選考採用、任期付採用など、多様な採用制度を活用して行った。特に生物研が担う

研究分野は、研究の進展が速く、競争も激しいため、優れた若手の人材を確保する必要性が高

いことから、公募による任期付研究員（若手育成型）の採用を中心に行った。５年間の研究職

員の新規採用者は50名（うち外国人1名）である（表17）。

表17 各制度での年度別新規採用者数（研究職員）

任期付研究員 任期付研究員 領域長等 ﾕﾆｯﾄ長等 主任研究員

（招へい型） （若手育成型）

18年度 0名 9名 0名 0名 0名

19年度 1名(ﾁｰﾑ長) 4名(うち外国人1名) 1名 1名 1名

20年度 0名 3名 0名 1名 2名

21年度 0名 6名 1名 4名 4名

22年度 0名 6名 1名 1名 4名

任期付研究員（若手育成型）には優秀な指導者を付け、人材育成プログラムの中の新規採用

研究員に対する特別な養成プログラムにより育成を図った。

また、領域長などの管理職をはじめユニット長などの研究リーダー、主任研究員についても

公募により研究所内外から広く人材を募り、厳正な審査を経て採用した。
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③ 女性研究者の採用 〔指標７－２－ウ、指標７－２－エ〕

研究者の採用に当たっては、性別を考慮せずに研究能力に重点を置いて選考を行った。具体

的には、理事長等役員及び研究領域長等管理職員全員を審査委員とする審査委員会で書類及び

面接による審査を行った。その結果、５年間の女性研究者の採用は８名であり、新規採用者及

び公募採用者における女性の割合（16.0％）は、応募者における女性の割合（19.8％）と比較

して大きなかい離はなかった。

④ 次世代育成支援対策 〔指標７－２－オ〕

次世代育成支援対策行動計画推進委員会を開催し、次世代育成支援対策行動計画の達成状況

の評価・点検と問題点等の整理を行い、行動計画の着実な実行に努めた。さらに第２期次世代

育成支援行動計画の策定を行った。託児所又はベビーシッターによる一時預かり保育制度の導

入を図った。子の看護休暇の対象範囲・取得日数の拡大等環境整備に努める規則等を行うとと

もに、仕事と家庭の両立を支援するための制度について取りまとめ、周知を行った。

育児休業の取得時の代替要員として、18～19年度に１名、22年度に１名の計２名の任期付職

員の採用を行い、取得しやすい環境づくりを図った。

長期休暇の取得の推進、超過勤務縮減・定時退所促進についてのアナウンスや、育児休業中

の職員に対する職場の情報提供等の環境整備を行った。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第５

－２ Ａ 18年度に組織体制を見直し、４研究センター及び４研究領域22研

究ユニットからなる研究部門と、13室からなる研究管理支援部門を

設置した。その後必要に応じて組織体制を見直すとともに、研究職

員の公募等を行い、適切な人員配置に努めた。

３ 情報の公開と保護

中期目標

公正で民主的な法人運営を実現し、研究所に対する国民の信頼を確保するという観点か

ら、情報の公開及び個人情報保護に適正に対応する。

中期計画

①研究所の諸活動の社会への説明責任を果たすため、開示請求への適正かつ迅速な対応を

行う。

②個人の権利、利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いを推進する

とともに、個人情報の本人からの開示等請求や苦情処理に適切かつ迅速に対応する。

【指標７－３－ア】社会への説明責任の観点から、情報提供の充実の取り組みが行われているか。また、開示請求に適

切に対応しているか。

【指標７－３－イ】個人情報の取扱いは適切になされているか。
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（中期実績）

① 情報提供の充実 〔指標７－３－ア〕

「独立行政法人通則法」及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づ

く情報を始め、生物研の諸活動に関する各種情報については、利用者が求める情報を素早く入

手できるよう、情報提供項目を体系化するなど正確かつ迅速な公開を行った。

情報公開窓口を明示し、日常的に開示請求者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行うよう努

めている。

５年間における開示請求は、18年度１件、22年度１件あり、適正かつ迅速に対応した。

② 個人情報の取扱い 〔指標７－３－イ〕

保有個人情報ファイルについて、利用目的達成後の不必要な保有個人情報について廃棄され

ているか確認するなど適正な管理に努めた。

また、情報の漏洩防止について職員への周知を行って、適正な取り扱いの徹底を図るととも

に、個人情報の取り扱い等に関する研修会に担当者を参加させ、資質向上に努めている。

５年間、個人情報の漏洩や本人からの開示請求等はなかった。

自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第５

－３ Ａ 当法人の諸活動に関する情報を正確かつ迅速に公開するよう努め

た。個人情報管理については、適正管理の徹底、職員への周知及び

資質向上に努めた。

４ 環境対策・安全管理の推進

中期目標

研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うとともに、エネルギーの有効利用やリ

サイクルの促進に積極的に取り組む。さらに、事故及び災害を未然に防止する安全確保体

制の整備を行う。

中期計画

①職員全員が安全衛生に関する責任と意識を持つよう、事故及び災害を未然に防止するた

めの安全教育を実施する。

②研究所の研究活動に伴うリスクを把握し、それに対応できる安全管理体制を整備すると

ともに、職員への教育・指導等により放射性同位元素や遺伝子組換え生物等の適正な管

理に努める。

③既存設備の運転状況等を把握し、省エネルギー機器及び設備の導入を検討し、省エネル

ギーにつながる改修計画を作成する。

④物品の購入契約等に当たっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成12年法律第100号）や資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）

に基づく環境物品等の調達・工事の推進を図る。

【指標７－４－ア】職員に対する事故・災害に関する安全教育は適切に行われているか。

【指標７－４－イ】放射性同位元素や遺伝子組換え生物等の管理が適正に行われているか。

【指標７－４－ウ】省エネルギーに向けた改修計画は作成されているか。

【指標７－４－エ】環境物品等の調達・工事の推進状況はどうか。
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（中期実績）

① 安全教育の実施 〔指標７－４－ア〕

安全衛生委員会が策定した年間計画に基づき、定期的な職場巡視を行うとともに巡視結果を

まとめ所内ネットワークで周知し、職場の安全に関する個々の意識の向上に努めた。

また、平成18年に管理監督者を中心としたメンタルヘルス講習会を実施し、平成19年より専

門医及び専門家による健康相談・メンタルヘルス相談を毎月行うとともに、健康づくりセミ

ナーを実施し、職員等に心身の健康づくりの意識を定着させ、健康保持増進と事故の未然防止

に努めた。

労働災害を防止するための教育として、外部専門機関が実施する職長等安全衛生教育研修会

や職場の安全管理に関する各種講習会等に技術専門職員及び担当職員を参加させ、安全管理及

び労働災害を防止するために必要な知見を高めるよう努めた。

これらの措置を取りつつ安全管理の対策を行ってきたところであるが、軽度の労働災害が継

続して発生したため、過去の労働災害の発生状況・原因について所内ネットワークで周知し、

注意喚起と再発防止を呼びかけるとともに、労働災害防止に関する情報を掲載して職員への周

知徹底を図った。

また、労働災害の防止と予防のため、「危険性又は有害要因の調査（リスクアセスメント試

行）」を基にリスクの除去等に向けての検討や、災害の防止に結びつけていく行動として22年

より「ヒヤリ・ハット報告運動」を実施している。

化学物質の取扱いについて、人事異動時に化学物質とともに化学物質管理簿及び保管庫の鍵

を引き継ぐこととしているが、チェックリストを配付して行うようにし、その確認が定着して

きている。

新型インフルエンザ対策については、発生状況や予防等の情報を随時所内ネットワークによ

り周知するなど、感染防止に努めた。

表18 ５年間の労働災害発生件数一覧

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計

業務災害 ４ １ ５ ５ ５ ２０

通勤災害 ２ １ － １ １ ５

計 ６ ２ ５ ６ ６ ２５

② 放射性同位元素や遺伝子組換え生物等の管理 〔指標７－４－イ〕

研究所の研究活動に関係する法令等を遵守し、業務が安全に遂行されるように、放射性同位元

素、遺伝子組換え生物等、動物実験、微生物実験、化学物質管理等について、法令等に基づく

報告・届出、所内規程の整備、教育訓練の開催、所内各種委員会の事務局業務など、安全管理

体制の整備・構築に努めた。

また、職員や施設等に関する各種データのオンライン化、データベースの構築などにより、

安全管理業務の効率化を進めた。

１．放射性同位元素等の安全管理

３箇所の放射性同位元素等使用施設（つくば市の観音台地区施設及び大わし地区施設、

常陸大宮市の放射線育種場）のうち、大わし地区施設を22年度に廃止した。

（１）放射線障害予防規程

関係法令の改正あるいは使用施設の変更許可に合わせて、18、19及び22年度に放射線

障害予防規程の改正を行った。

（２）教育・指導等

放射線障害予防規程の周知や放射線障害の防止を徹底するため、放射線同位元素取り

扱い等に関する教育訓練を、各年度当初及び随時実施した。また放射線取扱主任者へ、
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法令で定める期間ごとの定期講習を受講させた。

19年度に観音台地区施設の立入検査を、22年度に放射線育種場の定期検査をそれぞれ

受検し、必要な対応等を行った。

（３）委員会の開催と管理の適正化

つくば地区ではアイソトープ委員会を、放射線育種場では放射線安全委員会をそれぞ

れ適宜開催し、放射性同位元素及び施設等の適正な管理に努めた。

大わし地区施設については平成21年9月に研究目的の使用を停止し、放射性同位元素

等の廃棄及び汚染検査などの必要な措置・手続き等を進め、22年度に使用施設としての

廃止を行った。

放射線育種場では、ガンマ線照射温室の線源を21年度に払い出し、22年度に同施設の

廃止及び解体撤去を行った。また22年度に、事業所境界における地役権設置期間（契約）

の５年間更新を行った。

（４）国際規制物資の管理

国際規制物資については、観音台地区及び大わし地区において計量管理規定に従った

管理を行うとともに、半年毎に同管理に関する報告書を文部科学大臣に提出した。

放射性同位元素等に関する一斉点検において、平成22年3月及び9月に、適正な管理下

にない国際規制物資（酢酸ウラニル）が発見された。いずれも容器は未開封で、研究所

内及び研究所外で健康や環境への影響はなかったが、監督官庁に報告してその指導のも

とで必要な措置を執り、適正な管理状態とした。

また、同様な事案が生じないように、研究所内で再度徹底した点検を実施するととも

に管理体制の強化を図った。

２．化学物質の管理

適正な管理下にないその他の化学物質として、20年度に特定毒物が２件（フミトキシン、

モノフルオロ酢酸ナトリウム）、22年度に麻薬（ケタミン）及び特定毒物（フミトキシン）

が各１件発見された。いずれも法令で定められている許可等を受けずに保有されていたも

のであり、直ちに監督官庁に報告してその指導に従い適切な措置を執った。

多種多様な化学物質を取り扱う研究機関として、化学物質管理体制の強化を図るため、

薬品類を一元管理する化学物質管理システムを21年度に試験導入し、22年度から全面的な

運用を開始した。このシステムの導入により麻薬（ケタミン）の不適切な管理の発見につ

ながった。また管理体制の強化のため、施設・部屋毎の管理責任者の設置、関係法令等に

関する講習会の開催、不要な薬品等の廃棄処分などを行った。

３．遺伝子組換え生物等の安全管理

平成22年9月に遺伝子組換えイネを栽培中の温室で、天窓が一時的に開放状態となって

いたことが判明した。監督官庁へ届出を行い、その指示・指導のもとで以下のような措置

を執った。本件については、文部科学省より厳重注意を受けた。

原因としては、天窓開閉装置について、施錠等により操作できないような措置を講じて

いなかったこと及び当該温室に職員のIDカードを持っていれば遺伝子組換え実験の教育訓

練を受けていない者でも入室可能であったことがあげられた。当該温室周辺のイネを検査

し、遺伝子組換えイネの花粉飛散による交雑が全く生じていないことを確認した上で再発

防止策として以下の措置を講じた。全ての遺伝子組換え温室施設を点検し、開閉可能な窓

等がある場合には開かないように物理的に固定するなどの措置を執った。また本件への対

応等に関する説明会を全職員対象で開催し、改めて法令遵守の徹底を図った。さらに、所

内規程の改正、遺伝子組換え実験従事者あるいは温室利用者に対する教育訓練の実施、施

設毎の責任者の設定、登録制による施設への入室制限など、研究所全体で管理体制の見直

しと強化に取り組んだ。

研究所では多数の遺伝子組換え実験が実施されており、引き続き、遺伝子組換え生物等

の適正な使用及び管理に努めている。

４．その他の安全管理

動物実験については、平成18年6月の「動物の愛護及び管理に関する法律」及び関係法
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令等の改正に合わせて、所内規程の改正及び管理体制の整備等を行った。提出された動物

実験計画書について、動物実験委員会が承認の可否に関する検討・審議を行った。また、

動物実験に関する講習会を、農業・食品産業技術総合研究機構（畜産草地研究所及び中央

農業総合研究センター）と共催で毎年度開催し、実験従事者への教育・指導等を行った。

微生物実験については、平成19年6月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」及び関係法令等の改正に合わせて、微生物実験安全管理規程を改正した。

微生物実験安全委員会では、提出された実験計画書の検討・審議、微生物のバイオセーフ

ティレベルの反映、バイオセーフティレベル２の微生物を新たに保管又は使用等する場所

の実地調査等を行い、微生物実験の適正な管理に努めた。

また倫理審査委員会では、ヒトを対象とする生物医学的研究又はヒト由来試料を用いる

実験について、倫理的観点からが検討・審議を行った。

③ 省エネルギー改修計画 〔指標７－４－ウ〕

生物研は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」という。）に基づく、

特定事業者に指定されており、省エネ法に基づくエネルギー消費原単位を中長期的に見て年平

均１％以上低減を図ることとした「中長期計画」及び「業務効率化推進基本計画」に基づく毎

年度の「業務効率化実施計画」を踏まえ、省エネルギー対策に取り組んでいる。

具体的には、研究設備等の更新・改修に際して、研究用特殊空調用冷凍設備、照明装置など

への省エネルギー型機器の導入、高温水・蒸気配管用バルブの保温整備、主要な施設の電力量

把握のための電力計の計画的整備、熱線遮断・断熱効果のための窓ガラスへの断熱フィルム貼

付、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、等を行った。

また、省エネの啓蒙活動の一環として、外部講師を招いての講習会を開催や昼休み時間中の

不要箇所の消灯、OA機器類の電源停止等の所内放送、所内グループウェアへのエネルギー使用

実績掲載による周知徹底などにより、省エネ意識の醸成に向けた取り組みを行った。

これらの取り組みを行った結果、原油換算のエネルギー使用量の推移は表19のとおりである

が、空調機器の増設や夏期における異常高温等の影響もあり、年度によってはエネルギー使用

量が前年度に比して増とはなっているが、一定の省エネルギー効果はあった。

表19 エネルギー使用量（原油換算）の推移 （単位：kl/年）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

本 部 地 区 4,313 4,285 4,501 4,284 4,162 4,156

対前年比 ％ 99.4 105.0 95.2 97.2 99.9

大わし地区 3,916 3,813 3,794 3,489 3,426 3,392

対前年比 ％ 97.4 99.5 92.0 98.2 99.0

※ 省エネ法に基づく定期報告から抜粋

注：19年度は農林水産生物ゲノム情報統合データベースシステムの更新に伴い空調機器の増

設等を行ったため、本部地区のエネルギー使用量が増加している。

④ 環境物品等の調達・工事の推進状況 〔指標７－４－エ〕

物品の購入契約等に当たっては、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律）に基づき、毎年度当初に、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め

るとともに、所内にグリーン調達推進体制を設け、環境物品等の調達の推進を図った。

また、契約に係わる情報の公表を平成19年9月よりホームページに掲載し、一般競争契約の

調達情報の公開を推進し、入札参加者の拡大を図っている。
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自己評価 評価ﾗﾝｸ コメント

第５

－４ Ｂ 安全衛生委員会の活動、メンタルヘルス講習会、健康づくりセミ

ナーの開催等により、職場の安全に関する意識向上に努めた。放射

性同位元素、遺伝子組換え生物等、化学物質等の管理については、

規程の整備、教育訓練の開催等で法令遵守の徹底を図るとともに、

各種データのオンライン化及び管理システム導入等により、効率的

な管理に努めた。しかし、不適正な管理状態にある化学物質や遺伝

子組換え生物等の問題が繰り返し発生しており、より一層の管理体

制強化が望まれる。省エネルギー中長期計画等を策定し、業務改善

に努めた。
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－巻末資料－

数値目標に対する達成状況

18 19 20 21 22 計

研究成果の公表・普及

プレスリリース 〔100回以上〕 21 26 26 27 22 122

産業技術開発に貢献する成果の選定 〔10件以上〕 1 1 4 2 1 9

 原著論文（査読あり）の発信 〔1,460報以上〕 357 388 364 347 392 1848

インパクトファクター総合計値 〔3,300以上〕 930.393 1,029.148 1,008.487 1,042.660 1,089.214 5,099.902

国内特許等の取得 〔出願200件以上〕 31 30 50 35 35 181

特許の許諾率 〔６％以上〕 9% 9% 7% 10% 11% 9%

品種登録出願 〔10件以上〕 1 2 0 1 6 10

科学技術国際協力・交流への専門家派遣 〔50人以上〕 10 14 12 11 3 50

達成状況

中期計画に定められた数値目標

中期計画に定められた数値目標 5年間の達成状況

試験及び研究並びに調査

A02
オオムギの完全長cDNAライブラリーを作成し、20,000クロー
ンの配列解読を行う

24,783クローンの解読終了

A03
カイコを中心として突然変異系統、エンハンサートラップ系
統、破壊遺伝子(挿入突然変異）系統等3，000系統を作出

3,000系統

A04
ブタの各臓器由来の完全長ｃDNAを収集し、その全長の塩基
配列10，000個以上を解読

29,000

A04 5，000個以上の遺伝子多型情報の収集 6,000個以上

A07 遺伝資源の保存点数･･･概ね植物25万点、微生物2．5万点
植物･･･246,548点

微生物･･･27,533点

A07
動物ではカイコとニワトリを中心に保存遺伝資源の50％をア
クティブ化

58.9%



付 録

用語の解説

事業報告書





付録－1

用語 解説

【あ行】
アクティブコレクション ジーンバンクに長期に保存するため登録された遺伝資源はベースコレク

ションと呼ばれ、そのうち、特性調査を行い、必要に応じて増殖され育
種・研究・教育などの目的で配布することができる遺伝資源をアクティブ
コレクションと呼ぶ。

アグロバクテリウム属菌 さまざまな植物に根頭がんしゅ病や毛根病を引き起こす病原菌を含む
細菌の分類群（属）。

アズキ亜属 アズキ、リョクトウ、ケツルアズキ、ツルアズキ（タケアズキ）、ササゲなど
の栽培マメ類とその近縁野生種を含むマメ科の分類群。

アセンブリ 細かく分割された塩基配列を類似したもの同士つなぎ合わせ(アセンブ
ルという）、染色体に対応するような一つの連続した塩基配列として再構
築したもの。ゲノム解読の場合はゲノムアセンブリとなる。

アノテーション ゲノムのDNA配列のような一次情報から、遺伝子の機能といった高度な
生物学的情報を抽出すること。

アミロース アミロペクチンとともにデンプンを構成する主成分である。グルコースが
互いにα-1,4結合によって数千個直鎖状に重合した多量体である。アミ
ロース含有量はデンプンを多く含む食物の食感を左右するので育種場
面では重要な選抜項目となっている。

アラインメント 塩基やアミノ酸といった生物が持つ長大な重合体の並び（配列）を、似た
ものの間で並置したもの。生体分子の機能推定や進化研究に利用す
る。

アラタ体 昆虫の脳の近くにある器官で、幼若ホルモンを合成・分泌する。

アラビノフラノシダーゼ ヘミセルロースの成分であるアラビノキシランやアラビナンの側鎖につい
ているアラビノース鎖を切断する酵素。

イオンビーム 放射線の一種で正の電荷をもつ原子核を加速器で加速したもの。生物
に照射するとDNAを2本鎖ごと切断するため、X線やγ線に比べて変異
体を得る効率が高い。

イソマルトオリゴ糖 グルコースがα-1,6結合でつながったオリゴ糖で、サトウキビなどの植物
が生産するほか、微生物によっても生産される。近年、生理学的性質の
解明が進み、その親水性と安全性から新しい糖質素材として期待されて
いる。

（付録）用語の解説

　　※「用語の解説」では、独立行政法人農業生物資源研究所の「事業実績報告書」に記載されている
　　　専門用語を説明しています。このため、「用語の解説」の説明は、事業報告書の研究課題実績及び
　　　業務運営に関係する内容に限られます。
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遺伝子多型 同じ生物種の集団内においても、遺伝子を構成しているDNAの配列に
は各種の突然変異によって個体差があり、このばらつきを遺伝子多型と
いう。遺伝子多型はその個体の遺伝的背景を表すマーカーとして形質と
の関連を調べるのに有用である。

イノシトール フォスファチジルイノシトールに代表される重要な細胞構成成分である。
また、そのリン酸誘導体であるイノシトールリン酸類は動物及び植物に
おける細胞間シグナル伝達のセカンドメッセンジャーとしての役割を担っ
ている。

イノシトールモノフォスファター
ゼ

イノシトール１リン酸を分解しイノシトールを生合成するとともに、フォス
ファチジルイノシトールが関与するシグナル伝達過程に生成するイノシ
トールリン酸からイノシトールを復元する役割を担っており、イノシトール
合成系におけるキー酵素となっている。また、植物においては、本酵素
が動物体内では生合成できないとされるアスコルビン酸(ビタミンC)の生
合成に重要な役割を担っている可能性が示唆されている。

いもち病圃場抵抗性 いもち病抵抗性は大きく2種類に分類され、効果が大きく、いもち病の感
染自体を許さないようなものが一般的である。これに対して、いもち病へ
の感染を防ぐことができないが、病徴（植物体上での病気の拡がり）を抑
える効果をもつものを圃場抵抗性をいう。前者では、その効果が短期間
で失われることが経験的に知られるのに対して、圃場抵抗性は長期間
の栽培でも効果が持続することから、農業生産の現場では、実用性が
高いとされる。

医療用モデルブタ マウスやラットなどの実験動物に比べて、ブタは臓器のサイズや生理学
的な性質が人に近く、医学研究用モデル動物として注目されている。特
に、病気に関係する特定の遺伝子を改変したブタの利用価値は極めて
高い。

ウォルバキア 昆虫に寄生する細菌の一種。昆虫に病気を引き起こすことはないので、
共生微生物のカテゴリーに入れられている。非常に多くの昆虫種に寄生
しており、宿主昆虫の性や生殖に影響を与える。その例として、両親の
組み合わせによって卵が発育しない細胞質不和合性をはじめ、単為生
殖、オス殺し、メス化などがある。

ウシ胎盤性プロラクチン関連
タンパク質

ウシ胎盤では成長ホルモンやプロラクチンに構造的に類似したペプチド
であるプロラクチン関連タンパク質（PRP）が産生されている。ウシの胎
盤では数種のPRP遺伝子の発現が確認されているが、それらの発現動
態や機能についてはまだ不明の点が多い。

エクソン 染色体DNAは一旦mRNAに写し取られ、その後に編集を受けてからタン
パク質に翻訳される。編集の際に残って使われる部分をエクソンと呼
ぶ。

エチレン 植物ホルモンの１種で、生理作用として、果実の成熟促進、葉の老化等
がよく知られている。イネでは、冠水時に見られる浮き稲の節間伸長を
促進することが報告されている。
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エピジェネティクス 遺伝子情報の本態はDNAの一次配列であるが、実際には、後天的に
DNA分子やタンパク質に付加された修飾（メチル化やアセチル化等）が
遺伝子の発現調節機構を担っていることが明らかとなっており、大きくは
その研究分野をエピジェネティックスと云う。

エンレイ 昭和47年に長野県中信農業試験場（現、長野県野菜花き試験場）で育
成された品種。広域適応性を持ち、現在でも日本国内で10%程度の作付
面積を占める。

黄体形成ホルモン GnRHの作用により、下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンの一つ。
卵巣や精巣に作用し、卵胞の発育、精子形成、ステロイドホルモンの合
成を促進する。

オキシトシン 生体内ペプチド。末梢の作用として子宮筋の収縮や射乳の作用がよく知
られているが、視床下部にも存在し、ストレス反応の抑制に関わってい
ることが明らかになってきている。

雄効果フェロモン 成熟した雄の体内で産生されるフェロモン。体外に放出され、雌が受容
すると、GnRHパルス状分泌を制御する神経活動（弓状核キスペプチン
神経細胞の脈動的な神経活動）が活発となり、パルス状GnRH分泌の促
進し、下垂体からのパルス状LH（黄体形成ホルモン）分泌の促進する。
なお、雄効果フェロモンは、俗に発情ホルモンとも言われ主に卵巣から
分泌されるホルモン、エストロジェン、とは異なる。

オリゴマー タンパク質や塩基などの分子の単位がいくつか結合したもの。結合した
単位数によってダイマー（二量体）、トリマー（三量体）などと呼ぶ。ここで
は数十の塩基からなる人工的に合成した一本鎖の核酸分子（オリゴヌク
レオチド）のこと。

オルニチントランスカルバミ
ラーゼ

尿素回路のキー酵素の一つで、哺乳動物においてはその遺伝子の欠
損がアンモニアの代謝に異常をもたらす重篤な遺伝病となっている。ア
ルギニン生合成はこの尿素回路により行われることから、微生物、植物
においてもアミノ酸代謝に必須な酵素である。また、植物においては病
原微生物シュードモナスの生産するフォゼオロトキシンのターゲットとな
ることも知られている。

【か行】
カイコ濃核病ウイルス パルボウイルス科に属し、約5 kbの１本鎖DNA をゲノムとして持つ小型

ウイルス。このウイルスに対するカイコの感染性は、抵抗性遺伝子の有
無によって明瞭に区別され、その原因遺伝子の一つが、中腸の膜タンパ
ク質遺伝子として最近単離された。

概日時計 生物の持つ約24時間周期の計時機構（生物時計；体内時計を参照）。恒
常条件においたとき、正確に24時間のリズムを刻むのではなく、およそ
24時間のリズムを刻むことから、この名前がついた。通常は、太陽光の
明暗周期や気温変化により正確に24時間に同調を受ける。

角膜上皮細胞 角膜の最外層を被う上皮細胞。
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カスパリー線 植物の維管束を取り囲むように存在する内皮細胞の上下左右の細胞壁
にあり、細胞を1周するように存在する。通常は脂質ポリマーのスベリン
を多く含み、水やイオンを通しにくい。

ガラス化超低温保存法 卵子の細胞内の水分を、エチレングリコール等の凍結保護剤と置き換え
て、急速に超低温に冷却することで細胞内部に氷ができるのを防ぎ、卵
子が傷害を受けるのを防ぐ保存法。

ガラス化法 生体組織を、液体窒素などによる超低温で保存する方法のひとつ。特殊
な処理や冷却条件によって、細胞を破壊することなく保存する方法。

顆粒結合性デンプン合成酵
素

イネをはじめとする穀類作物の最も重要な成分であるデンプンの合成に
関わる酵素の一つ。

カルス オーキシン等の植物ホルモン処理によって植物組織の一部を脱分化さ
せ、不定形になった植物細胞塊を指す。イネ完熟種子の胚盤細胞は、
合成オーキシンの一種である2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）処理に
反応し、黄白色のカルスを形成し、2,4-D培地上で細胞分裂を繰り返す。

肝細胞スフェロイド 肝細胞が凝集した球状組織体を指し、肝臓機能の発現が維持された生
体に近い培養形態である。

環状イソマルトオリゴ糖グルカ
ノトランスフェラーゼ

環状イソマルトオリゴ糖の生産に関わる酵素。

完全長cDNAライブラリ 遺伝子(DNA)は実際に機能を発揮するためにはRNA(メッセンジャー
RNA)に変換されるがこのRNAを人為的にDNAに再転換して人間が解析
しやすくしたもの(cは complemetory)。なおRNAは分解しやすいため完
全なRNAだけを特殊な方法で選択してcDNAに変換後大腸菌にクローニ
ングしてライブラリー化したものを完全長cDNAライブラリと称する。

稈長 イネでは収穫期の地際から穂首までの植物体の高さ（長さ）を指す。イネ
科作物の近代品種は、倒伏抵抗性を強化するために稈長を短くする短
稈化の方向に改良されてきている。イネ品種のIR8やレイメイ、コムギ品
種の小麦農林10号などは代表的な短稈品種である。

気孔密度 葉の単位表面積あたりの気孔数。気孔は光合成に使われる二酸化炭
素の取り込み口であり、気孔密度が葉の光合成能を規定すると考えら
れている。

キスペプチン 生体内ペプチド。発見された当初は、癌の転移抑制作用があることから
メタスチンと命名されたが、Kiss1遺伝子産物であることから、キスペプチ
ンという名称に統一されてきた。近年、視床下部のキスペプチン細胞が
繁殖機能調節のための最上位の中枢として重要な役割を果たしている
ことが明らかにされ、世界的な注目を集めつつある。
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機能獲得型 タンパク質リン酸化酵素や転写調節因子など、本来細胞内シグナル伝
達で調節されるタンパク質が常に活性型になっている変異。セリン、トレ
オニンなどのリン酸化アミノ酸や調節領域に変異が起こったもの。細胞
内シグナル伝達の機能を解析する際に有効なツールとなりうる。

機能性動物細胞株 特定の生物機能を維持したまま、培養下で無限増殖できるようになった
細胞株のこと。例えば、肝臓の代謝機能を維持した肝細胞株や免疫応
答能を保持したマクロファージ細胞株などがこれにあたる。生物機能を
細胞あるいは分子レベルで研究する上で有用な材料となる。

機能ドメイン タンパク質の中で、その機能を発揮するのに特に重要な限られた領域。

弓状核 視床下部の底部に存在する神経細胞の集団。繁殖や摂食など様々な
本能行動の調節を担っていると考えられている。

金華豚 金華ハムで有名な中国浙江省（せっこうしょう）金華地区原産の中国在
来種。肉が柔らかく食味に優れるが小型で生産性は低い。

菌根共生 陸上植物の大半が土壌性真菌と共生する現象。このような真菌は内生
菌根菌、外生菌根菌（マツタケなど）、エリコイド菌根菌、ラン菌根菌など
に分類される。特にグロムス門に属する内生菌根菌（アーバスキュラー
菌根菌）は陸上植物の７割以上と共生する。菌根菌は土壌中に展開し
た外生菌糸を使って、無機栄養分や水分を植物に供給する。陸上植物
の成立および進化には菌根菌との共生が必須であったと考えられてい
る。

クッパー細胞 肝臓に常在するマクロファージの一種。血管（類洞）内壁に付着し、異物
の貪食や古くなった赤血球を処理するほか、肝臓における生体防御応
答に重要な役割を担う。

組換え自殖系統 交配によって得られた集団の各個体を系統親として、自殖を繰り返して
得られる集団を指す。遺伝的に固定されている割合が高いために、環境
要因に影響されやすい形質の評価などに向く。組換え近交系
（Recombinant inbred lines)とも呼ぶ。

クライオプレート 小型のアルミ製プレートで、複数のくぼみがあり、そこに植物茎頂など生
体組織などを包埋したゲルを固定することで、ガラス化法による超低温
保存を簡便かつ能率良く行うことができる。

クリプトビオシス 無代謝状態の休眠のことをクリプトビオシスと呼ぶ。一旦この休眠に入
ると、水を与えるなど好適環境にしない限り非常に長期間でも眠りを続
ける。
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グルテリン 種子貯蔵蛋白質の1種で、塩溶液や70%アルコール溶液に溶けず、酸や
アルカリ溶液によってのみ可溶になる貯蔵タンパク質成分。イネ種子で
はグルテリンが種子蛋白質の７割程度占め、主要な貯蔵タンパク質に
なっている。イネのグルテリンは分子量35kDの酸性サブユニットと22kD
の塩基性サブユニットからできている。

クロライドチャネル イオンチャネル（K+チャネルの項参照）の一種で、主に塩素イオン（Cl-）
を輸送する。植物の微量必須元素である塩素の吸収や塩ストレス耐性
に重要な働きを持つと考えられている。

欠失 欠失。DNAに引き起こされる突然変異の1つで、DNAを構成する塩基対
が失われる変異。

ゲノムシャッフリング 品種改良は、ゲノム上の無数の遺伝子の交換による新規な遺伝子組み
合わせの作出と、その中にある有望な組み合わせの選抜の繰り返しで
ある。しかしイネのような自殖性作物では異質な遺伝子同士が混ざりあ
うことで引き起こされる弊害（劣悪形質の連鎖など）が問題となり、特に
関与するQTL遺伝子の数が多いほど、作物特性の維持と有用形質の付
与を両立することが困難になる。ゲノムシャッフリングとは、DNAマーカー
情報や染色体断片置換系統群を活用して、このような弊害を抑えた上で
遺伝子の交換を効率的に起こすための新しい育種法の概念である。

ゲノム濃縮法 DNAマイクロアレイを用いて、特定ゲノム部位を濃縮（キャプチャリング）
し、既知領域をリシケーンスする技術のこと。SNPなどのマーカーの開発
に適した技術である。

減数分裂 精子や卵子が形成されるとき、染色体数が分裂前の半分(n)になる細胞
分裂。これによって、精子と卵子が受精した時に、元の染色体数(2n)に
戻ることができる。

コアコレクション 数多くの保存遺伝資源の中から、全体の遺伝的多様性をカバーできる
ように選んだ、少数の品種から構成される代表品種セットのこと。育種目
的では、全体の10%程度の数の系統を選ぶ場合が一般的だが、農業生
物研究所では、さらに系統数を絞ったNIASコアコレクションを配布し、さ
まざまな形質について変異を調べ、遺伝子単離や解析を行うために利
用されている。

光合成速度 植物の生長を説明するための重要な概念のひとつ。広義にはクロロフィ
ルが捉えた光エネルギーを用いて、糖やデンプンなどの炭水化物を合
成する効率のことを言うが、本課題ではそのプロセスの一部である大気
中の二酸化炭素を植物体内に取り込む効率のことを言う。密閉したチャ
ンバーで葉を覆い、光・温度・湿度・二酸化炭素濃度を制御した環境を
人工的につくり、その中での単位時間、単位面積あたりの二酸化炭素の
損失量を測定することで算出する。

抗酸化能 生体内で発生する活性酸素やフリーラジカル類は、生体成分を酸化す
ることで損傷を与える。また空気中で発生した活性酸素は食品の成分を
酸化して品質を悪化させる。こうした酸化を抑える能力が抗酸化能であ
る。抗酸化能を持つ天然の物質としてはビタミンＣ、ビタミンＥ、β-カロテ
ン、機能性ポリフェノールなどが知られている。
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光周性花芽形成 １日の日の長さを認識することで季節変化を予期し、子孫を残すのに適
切な時期に花芽形成を誘導する生物現象。体内時計とフィトクロム等の
光信号伝達系の相互作用によりこの性質が成り立っていることが最近
わかってきている。

交信撹乱法 昆虫のメスがオスとの交尾のために放出する性フェロモンの化学成分を
同定し、これを人工的に合成して野外に揮散させることにより、交尾を阻
害して害虫を防除する方法。

構成的プロモーター プロモーターは、遺伝子のmRNAへの転写を制御するDNA配列。構成的
プロモーターは、特定の部位や時期ではなく、広範な部位および時期に
わたって遺伝子の転写を活性化するプロモーター。

コクヌストモドキ 体長数ミリメートルの甲虫で貯蔵穀物の害虫。全ゲノム解読が完了して
いること、RNAiが効果を示すことなどから、近年、遺伝子機能解析によく
利用される。

コファクター 酵素と結合し酵素反応に必要な低分子物質。窒素固定反応を触媒する
酵素（ニトロゲナーゼ）ではホモクエン酸がコファクターとなっている。

コラーゲンビトリゲル薄膜 コラーゲンのゲルを乾燥させて薄い膜状とした後、再び水に戻して作製
した透明で強い膜。膜上で細胞を培養することができるほか、再生医療
への応用も期待されている。

コンソーシアム 大きなプロジェクトを達成するために複数の機関が一時的に結成するグ
ループを指す。ブタゲノムシーケンシング国際コンソーシアムは、ブタゲ
ノム塩基配列解読を目的として、日本を含む12カ国・地域の大学や研究
機関によって構成されている。

根粒共生 陸上植物が窒素固定細菌と共生する現象。窒素固定細菌は大気中の
窒素ガスをアンモニアに変換する。共生の際には根に根粒という特異的
な組織を形成する。マメ科植物の多くは根粒菌と共生し、マメ科植物に
近縁な植物の一部は放線菌であるフランキアと共生する。このような窒
素固定細菌は共生することで窒素固定能を発現することが多い。

【さ行】
サイトカイニン 植物ホルモンの一種で、細胞分裂やシュート（茎およびその茎に着いた

葉の集合体）の分化を促進する物質として単離された。その発見や研究
の歴史は1950年代にさかのぼるが、その後の研究により、サイトカイニ
ンの機能は上記以外に、側芽の生長促進（頂芽優勢の解除）、老化の
抑制、シンク（光合成でできた糖類を受入れ、デンプン、タンパク質、脂
質等の様々な物質に変えて蓄える器官）の能力の向上、窒素栄養環境
の感知と情報伝達、イネの着粒数の制御など、多様かつ重要な現象へ
の関与が知られている。
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用語 解説

再分化 植物は生育の過程で、特定の性質や形態を持つ葉、根、花などの器官
を形作る。これを分化と呼ぶ。葉や根などの植物の組織は、植物ホルモ
ン（生長調節物質）であるオーキシンやサイトカイニンの組み合わせや
濃度を適当に設定して培養することで、未分化状態にある不定形の細
胞塊（カルス）を形成する。この過程は特に脱分化と称される。脱分化し
た細胞塊はオーキシンやサイトカイニンの組み合わせや濃度に依存し
て、根や葉などの器官を形成することが可能である。これを再分化と呼
ぶ。植物細胞は脱分化、そして様々な組織・器官を再分化させる能力が
高いことが知られており、この能力を分化全能性と言う。

作動薬 受容体に結合し、生体内物質と同様の細胞内情報伝達系を作動させる
薬物。作動薬が受容体と結合すると受容体の立体配座の変化が起こっ
て生体応答反応をひき起こす。

酸化還元酵素 酸化還元反応を触媒する酵素のこと。酸化還元反応とは、原子やイオン
あるいは化合物間で電子の授受がある反応のことで、生体では、水素
原子対の移動、電子の移動あるいは酸素原子の付加の型が存在する。
植物では、様々な代謝や環境ストレス耐性などに重要な働きを持つと考
えられている。

三元交雑豚 国内では繁殖性、保育能力にすぐれるランドレース種と成長、増体にす
ぐれる大ヨークシャー種との交雑種雌に、肉質向上を期待してデュロック
種雄を交配し、これより得られる「三元交雑」が肉豚生産の主流になって
いる。

塹壕法 自然環境もしくは圃場条件下で植物体の根系を直接観察するために用
いられる方法。植物体近辺の土壌を垂直に切り崩し、根の分布を直接
観察することができる。

ジーンターゲッティング 染色体のDNA鎖上に切断が生じ、切断されたＤＮＡ鎖と細胞外から導入
されたDNA鎖との間で相同性を利用した組換えを起こすことをジーン
ターゲッティングと呼ぶ。またこのことを積極的に利用することにより、特
定の遺伝子の改良が可能になる。

始原生殖細胞 将来、卵子や精子などの生殖細胞へと分化することが決められている
細胞で、発生初期の胚に限り存在する。

ジスルフィド結合 タンパク分子内、もしくはタンパク分子間で2個のシステイン残基のSH基
が酸化されて結合した架橋構造で、分泌タンパク質の高次構造の形成
と維持に必要な場合がある。

次世代シーケンサー 従来のサンガー法とは原理的に異なる方法で、大量のDNA塩基配列解
読を行なう装置。１台の機械で一度に５億から１０００億塩基の解読を行
なうことが可能。DNAポリメラーゼを使って塩基の取り込みを検出する方
法と、ポリメラーゼを用いずにオリゴヌクレオチドをハイブリダイズさせて
解読する方法を使った装置が販売されている。シーケンサーの開発競
争は日進月歩であり、今後も解読能力は飛躍的に増加していくと考えら
れる。
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用語 解説

社会行動特性 動物群内の個体間でみられる相互行動を社会行動といい、おもに相手
の確認、敵対、親和、遊戯およびそれらの結果としての空間保持の各行
動からなる。ウシの社会行動には個体間差があり、「敵対的」「親和的」
などの個体特性のことを社会行動特性という。

ジャスモン酸 不飽和脂肪酸の一種であるα-リノレン酸から合成され、水に難溶で揮
発性の植物ホルモンの一種。ジャスモン酸（JA）の類縁化合物のJAメチ
ル、アミノ酸が結合したJA誘導体なども生理活性を有する。1980年代以
降の研究から、JAの植物ホルモンとしての役割が明らかにされ始め、こ
れまでに、植物の生育阻害、老化の促進、休眠打破、バレイショの塊茎
の形成促進、葯の裂開に関与することがわかっている。JAの生合成は
傷害や害虫による食害、植物病原菌の感染などで活発になり、合成され
たJAがストレス応答性遺伝子の発現を誘発することで、植物の防御応
答反応を引き起こすことが知られている。また、イネのJA生合成は赤色
光受容体フィトクロムにも制御されている。

受胎産物 将来、胎子になる組織と胎盤や胎膜など胎児以外の組織の総称。

出穂期 主にイネ・ムギ類の穂が茎から抽出する時期を示し、品種の地域適応性
や生産性、品質を左右する重要な農業形質。イネの出穂期は、感光性
（日の長さに対す る感受性の違い）、基本栄養成長性（定常条件で成熟
するまでの期間の違い）、感温性（温度による生育速度の違い）によって
左右され、日本の自然日長下で はこの順に影響力が大きい。短日植物
であるイネの感光性遺伝子はいくつか単離されており、長日植物シロイ
ヌナズナの開花制御遺伝子との共通性が見出されている。

条性 栽培オオムギには小穂(1つの穂の中の小さい穂)が1列(2条)と3列(6条)
からなるものがあり、それぞれビールムギや麦茶用に利用される。これ
らの性質(条性)はいくつかの遺伝子(Vrs座)によって決定づけられてい
る。

白葉枯病菌エフェクター 白葉枯病菌が感染時に生産し、タイプIII分泌装置を介して宿主植物細
胞に送り込むタンパク質の総称で、その多くは宿主の抵抗性反応の抑
制に関わると考えられている。

ジンクフィンガー
ヌクレアーゼ

任意の塩基配列を認識し切断するようにデザインした、ジンクフィンガー
ドメインとヌクレアーゼドメインからなる人工制限酵素。ジンクフィンガー
と呼ばれるＤＮＡ結合モチーフをタンデムに繋いたドメインによって、１８
－２４塩基の配列が特異的に認識され、ヌクレアーゼドメインによりＤＮＡ
が切断される。

人工関節置換術 変形性関節症等により変形損傷した関節患部に、クロム合金等の金属
と超高分子量ポリエチレンで構成される人工関節を埋め込む治療方法。

深根性 土壌深層に向かって根が伸びる性質を言う。また、深根性は、根長と伸
長角度の2つの形質からなる複合形質である。そのため、根長が長く、
伸長角度が大きい根は深根性になる。一般に、陸稲に深根性のものが
多く、水稲では深根性と対照的に根が土壌の浅層に分布する浅根性を
示すものが多い。
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用語 解説

伸長胚 ウシ胚盤胞は直径0.3mm前後の球状だが、透明帯から脱出した後、直
ぐには着床せず急速に伸長して授精後18日前後には全長20cm前後の
紐状に発育し、その後、胚は子宮に着床する。

スイートソルガム ソルガムの変異は多様であり、子実を食用に用いるグレインソルガム、
主に茎葉を飼料用に用いるソルゴー型ソルガムなどに分類されている。
ソルゴー型ソルガムの中にはサトウキビと同様に茎に糖を蓄積する系統
があり、これをスイートソルガムと総称している。アメリカ合衆国では、ス
イートソルガム品種を原料にした食用のシロップ（蜂蜜のように利用する
甘味料）の大規模生産が100年以上前から行われている。現在、世界各
国で、この糖をエタノール発酵し、バイオ燃料生産に利用しようとする動
きがある。

ステイグリーン 老化を誘導する条件に置いても葉の緑色が保たれる突然変異体をステ
イグリーン突然変異体と呼ぶ。葉の老化自体は進行してもクロロフィル
（葉緑素）が分解しない（緑色を保つ）ステイグリーン突然変異体と、老化
の進行全体が遅れるステイグリーン突然変異体に大別される。メンデル
が遺伝の法則を発見するのに用いた青豆の形質は前者のタイプであ
る。

ストレス感受性 環境の変化（ストレッサー）に対する適応には個体間で差がある。この適
応反応の差のこと。ストレス感受性が高い個体はストレッサーに対する
閾値が低く、少しのストレッサーにも大きな反応を起こす。

生殖細胞 個体の遺伝情報を次世代に伝達するための細胞。有性生殖において
は、卵子や精子になる。

性腺刺激ホルモン放出ホルモ
ン

gonadotorpin-releasing hoemone (GnRH)。産生細胞は脳の視床下部に
存在し、下垂体に放出され、下垂体前葉からの性腺刺激ホルモンの放
出調節を介して性腺の活動を制御する。したがって、GnRH分泌を統御
する神経機構およびその神経機構に影響を与える環境因子の作用機
作の解明は、家畜の健全な繁殖を維持し、繁殖効率の向上を図るため
に重要な意味を持つ。

節間 イネ科植物の茎にある節と節との間の部分(internode)。

前胸腺 昆虫の胸部にある器官で、脱皮ホルモンを合成・分泌する。

染色体断片置換系統群
（CSSL）

あるイネ品種（例えばコシヒカリ）の染色体の一部分（染色体断片）を注
目する別の品種（例えばNona Bokra）に置き換えた系統のシリーズ。互
いに異なる部分が注目する品種（Nona Bokra）の染色体に置換されてお
り、系統間の特性の違いは置換された染色体断片の違いを反映してい
る。背景が均質であることから、約50系統程度の少数の系統で、有用特
性に関わる染色体領域を高い感度で検出できる。
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用語 解説

染色体断片置換系統 基準となるダイズ品種（この場合はエンレイ）の染色体の一部分（染色体
断片）を注目する別の品種（ここではPekinga）に置き換えた系統のシ
リーズ。互いに異なる部分が注目する品種（Nona Bokra）の染色体に置
換されており、系統間の特性の違いは置換された染色体断片の違いを
反映している。背景が均質であることから、100系統程度の少数の系統
で、有用特性に関わる染色体領域を高い感度で検出できる。

阻害剤 細胞の増殖や分化を制御する増殖因子やシグナル伝達物質の機能を
特異的に阻害する化学物質を指す。

【た行】
体内時計 生物が持つ約24時間周期の内在性の計時機構（生物時計）。概日時計

とも呼ばれる（概日時計を参照）。主に、一日の中の遺伝子発現を適切
な時間帯に誘導するために働いているが、この計時機構と、太陽光シグ
ナルの有無を利用して、植物は、季節変化を認識でき、適切な時期に開
花を調節することができる（長日植物、短日植物）。

ダイノルフィン 脳内にある麻薬様ペプチド、オピオイドの一つ。視床下部内に広く分布
し、多岐にわたる作用が知られているが、近年、GnRH分泌調節に対す
る作用が関心を集めつつある。

短日植物 日長から季節を認識して開花時期を調節する植物のうち、日長が短くな
ると開花がより強く誘導されるものを短日植物、日長が長くなると開花が
より強く誘導されるものを長日植物と呼ぶ。朝顔や大豆やイネが典型的
な短日植物とされる。日本の栽培イネの多くは、短日植物であるが、北
海道で栽培される品種は早生でこの特徴が弱い。

炭素同位体分別比 大気中に存在する炭素同位体（12Cと13C）の量比は葉組織を通過して
植物体内に入ることで変化する。この量比を葉組織の質量分析から測
定することで、植物が持つ二酸化炭素の取り込みやすさを間接的に推
定することができる。この性質は気孔の開度やRubisco含量と関係があ
るので、光合成能力を反映すると考えられる。

炭疽病菌 さまざまな花き・野菜・果樹類に対し炭疽（たんそ）病を引き起こす糸状
菌（カビの仲間）。

タンパク質会合部位 異なるタンパク質が弱い力で結合して機能することがあり、その様な結
合を行う部位のこと。

窒素固定 生物学的には酵素ニトロゲナーゼにより大気中の窒素ガスをアンモニア
に変換する作用。主要なニトロゲナーゼはモリブデンを活性中心に有す
る。窒素固定は一部の真正細菌及び古細菌のみで見られる。マメ科植
物と根粒菌の細胞内共生による窒素固定は、植物の最大の栄養源であ
る窒素源を植物に供給できるため、ハーバー法による化学的窒素固定
で生産される化成肥料を代替する方法として注目され、研究が進展して
いる。
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地表根 水田の地表面上または地表面近くに分布する冠根のこと。一般的なイネ
では、成育後期に「うわ根」と呼ばれる細い根がマット状に地表面近くに
発達することは知られているが、成育初期から太い冠根が地表面近くに
伸長してくる形質はみられない。

中心柱 植物の茎や葉には導管や師管が集まる維管束組織が存在するが、根
における維管束部を中心柱と呼ぶ。

デキストラナーゼ 鎖状イソマルトオリゴ糖の生産に関わる酵素。

デュロック種 一般的な豚肉生産に用いられる西洋品種の一つ。デュロック種は肉質
にすぐれるため、国内で肉豚生産の主流になっている「三元交雑豚」生
産において肉質向上のための最終交配用雄として用いられる。

転写開始点 染色体DNAのmRNAへの写し取りを開始する染色体上の地点。

トウキョウＸ 輸入肉との差別化を図るため、東京都畜産試験場が造成した系統豚。
食味に定評がある中国の北京黒豚、バークシャー種、デュロック種の3
品種をもとに合成された。筋肉内の霜降り割合が高く、風味、味わいに
優れるとされる。

糖鎖切断酵素 異種移植の際に起こる超急性拒絶反応は糖鎖抗原によることが多い。
それらを切断する酵素を発現させることで、異種臓器への拒絶反応が軽
減すると期待される。

同質遺伝子系統 育種において作物の遺伝的特性を表す用語。導入すべき優良形質（例
えば特定の病害抵抗性）に関係する遺伝子を持つ系統を一回親に、付
与したい優良系統を反復親にして3-4回の交配（戻し交配）を行い、導入
遺伝子近傍以外の染色体領域ができる限り反復親に置き換わった個体
のこと。

同祖体 種間・属間での遺伝子の配列を比較し、配列間の相同性が最も高い遺
伝子を同祖体と呼ぶ。

トバモウイルス タバコモザイクウイルスに代表される植物ウイルスの１グループ。ウイル
ス粒子は棒状で、中にタンパク質合成の鋳型となる極性の１本鎖ゲノム
RNAを含む。ゲノムRNAは少なくとも４種のタンパク質をコードし、相補鎖
RNAを介して複製する。宿主植物に感染すると高レベルにまで増殖し、
激しい病徴を表す。ウイルス粒子が安定で、土壌中でも長期間活性を維
持するので、防除が難しい。

ドラッグデリバリーシステム 目標とする患部（臓器や組織、細胞、病原体など）に、薬物を効果的か
つ集中的に送り込む技術。
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用語 解説

トランスクリプトーム 遺伝子は転写されてRNAとなり生体内で機能を発揮する。個々の遺伝
子が転写されて生成した産物をトランスクリプトと言い、1つの遺伝子領
域から複数の異なるトランスクリプトを生成することがある。ある状態に
おいて機能しているトランスクリプトの全体をトランスクリプトームと読
ぶ。トランスクリプトーム解析にはマイクロアレイ・配列解読等の手法を
用いて網羅的な解析を行う。

トランスポゾン 細胞内においてゲノム上の位置を転移できる塩基配列を意味し、転移
因子 (Transposable element) とも呼ばれる。DNA断片が直接転移する
DNA型と、いったんRNAに転写され逆転写反応の過程を経るRNA型（レ
トロポゾン）がある。転移に指向性の少ないトランスポゾンは、さまざまな
遺伝子を破壊した系統の集団（タグラインあるいはミュータントパネル）
の作成に用いることが可能である。

トレーサビリティー 物の生産から 流通経路、最終販売までの詳しい履歴がトレース（追跡）
できるようなシステム。特に食品では安心と安全の観点から、原材料の
生産から消費者の購買までの経路が分かるようにするためのシステム。

【な行】
日本晴 イネの品種の一つ。

稔実籾重 イネの収穫した籾のうち、正常に登熟した籾の重さ。

ノックダウン 細胞中で発現している標的遺伝子の発現量を抑えること。RNA干渉法を
用いて行うのが一般的である。

ノボキニン オボキニンは卵白アルブミンの消化物から単離された血圧を調整する
生理活性ペプチドで、６個のアミノ酸からできている。アンジオテンシン
AT2レセプターを介して血管を広げる作用で効果を示すことが明らかに
されている。ノボキニンはオボキニンペプチドのアミノ酸を置換した誘導
体のなかから約100倍ほど活性を高めた血圧調整機能を有するペプチ
ド。

ニューロキニン B タキキニンファミリーに属する脳内ペプチド。TAC3遺伝子によりコードさ
れており、視床下部に発現している。Tac3あるいはNKB受容体遺伝子
(TACR3)に変異を持つヒトの家系では性腺機能不全になることから、
GnRH分泌調節に重要な役割を持つと考えられ、注目を集めている。

【は行】
配偶子 接合して新しい個体を作る細胞のことで、哺乳動物では、精子と卵子を

総称して云う。

パイプライン データ解析を行う関連したプログラム群が連続して動作するようなシステ
ム。
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培養基材・担体 一般的な細胞培養にはプラスチックのディッシュが用いられることが多
いが、目的の細胞を高い密度で培養したい、あるいはより高度な細胞機
能を再現したい場合に、様々な材質でできた微小ビーズ、あるいはスポ
ンジ状や膜状などに加工した特殊素材を用いることがある。これらの培
養に用いる素材の総称。

発現 染色体DNAのmRNAへの写し取りが起こること。

葉巻抵抗性 育種の現場において耐乾性の一つの指標として使われる形質。乾燥ス
トレス下において乾燥に強い品種は葉が巻きにくい現象を利用して、葉
の巻程度をスコア値として表す。

パルス状分泌 視床下部からのGnRH分泌には、排卵を引き起こすためのサージ状分
泌と、一定の間隔をもって間欠的に分泌される分泌形式が存在する。後
者をパルス状分泌とよぶ。卵胞の発育に関与している。

光受容体 光を感知し、情報として認識・伝達する機能をもつ物質。植物では、主に
赤色光と遠赤色光を感知するフィトクロム、主に青色光を感知するクリプ
トクロムとフォトトロピンが主要な光受容体であり、クリプトクロム以外は
植物特有である。

ヒトセレノプロテイン 血清中に含まれるセレンを含む蛋白質。抗酸化や解毒など幅広い生理
活性作用を持つ。

ピラノシダーゼ アラビノース特異的分解酵素。

ピラミディング DNAマーカー選抜を用いた交配によるQTL遺伝子の導入作業の中で
も、ひとつの遺伝子の導入に留まることなくそれらを掛け合わせて更な
る集積を図る作業のことをいう。複数のQTL遺伝子間の相互作用を解析
するための基本的な実験手法であると同時に、品種育成の場面では複
数の有用QTL遺伝子を集積することでより高度な機能を付与させる試み
が進んでいる。

ファイトアレキシン 植物が生産する抗菌性物質の総称。

フィブロネクチン 細胞膜や血漿中に存在している糖タンパク質で、細胞外マトリックスへ
の細胞の接着、細胞ー細胞間の接着などに関わっている。

フザリウム属 さまざまな作物に萎凋病、つる割病、立枯病、乾腐病などを引き起こす
糸状菌（カビの仲間）の分類群（属）。

物理地図 連鎖地図の項を参照のこと。

プロテアーゼインヒビター 蛋白分解酵素であるプロテアーゼの活性を阻害する物質の総称。阻害
するプロテアーゼの種類によって分類され、セリンプロテアーゼインヒビ
ター、システインプロテアーゼインヒビターなどがある。生体内で種々の
調節機能や防御機能を担う。

プロラミン 有機溶媒によってのみ可溶となる種子貯蔵タンパク質の成分。プロリン
やグルタミンといったアミノ酸に富んでおり、イネ種子では20%程度占め
ている。10～16kDの分子量を持つ。
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フロリゲン 接ぎ木実験などによりその存在が1930年代に提唱された花成（開花誘
導）ホルモン。日長変化を認識し、葉で生合成され、茎頂分裂組織へと
輸送され、花芽形成遺伝子の発現を誘導し、花芽形成を誘導する機能
を持つ。実体は、進化保存性の高い低分子量の水溶性タンパク質であ
る。

ホーネットシルク スズメバチの幼虫が巣内で作る繭のことをいう。カイコのシルクとはアミ
ノ酸組成や物理的特性も異なっている。

ポジショナルクローニング 分子マーカーを用いた連鎖地図をベースに目的形質のゲノム領域を絞
り込んでいく手法。原因遺伝子の機能などが推定できない場合でも、絞
り込まれたゲノム領域を解析することで候補遺伝子を得ることができる。

穂発芽耐性 穂発芽とは収穫前の穂に実った種子が高温多湿な条件により発芽して
しまう現象を指し、発芽によるでんぷんの分解など著しく種子の品質を
低下させるものである。種子ではある程度胚が発達した段階で休止し、
適切な環境が整うまで眠る。この現象は種子休眠と呼ばれ、穂発芽に
対する抵抗性は種子の休眠、特に一次休眠とよばれる未熟種子の休眠
の深さと密接な関係がある。イネにおいては台風などで倒伏した際に起
こるほか、コムギでは低温の雨で穂発芽が引き起こされることから、穂
発芽耐性は農業上重要な形質となっている。

ホモプラズミック 植物細胞内には葉緑体DNAが数百コピー以上あるので、葉緑体DNAに
外来DNAを導入しても、導入直後は外来DNAを持った葉緑体DNAと野
生型の葉緑体DNAが共存する（ヘテロプラズミック）な状態で存在するこ
とになる。遺伝子導入された葉緑体DNAだけからなる状態をホモプラズ
ミックといい、遺伝子導入された葉緑体DNAを安定に維持させるために
はホモプラズミック化が必要である。

ホモログ 塩基配列（アミノ酸配列）に相同性があり、進化的に類縁関係が想定さ
れる遺伝子（タンパク質）。

ポリ-γ-グルタミン酸加水分
解酵素

納豆の糸にみられる粘質物の主成分であるポリ-γ-グルタミン酸(PGA)
はグルタミン酸がγ-カルボキシル基とalpha-アミノ基で結合した分子量
約200万ダルトン(2 MDa)にも及ぶポリペプチドであり、莢膜あるいは栄
養貯蔵物として納豆菌、炭疽菌など幾つかのBucillus属細菌が生産す
る。PGA加水分解酵素は、納豆の粘性や旨みに影響する重要な酵素
で、PGAの組成や構造を解析する上で非常に重要な役割を担っている。

翻訳後修飾 タンパク質合成の過程で、mRNAを翻訳してペプチド鎖が形成された後
に起こるペプチド鎖の修飾。リン酸エステル化、糖鎖付加、ペプチド結合
の一部の切断、アセチル化、アミド化、一部のアミノ酸の側鎖の修飾など
がある。

【ま行】
マイクロアレイ 一般には検査する対象を高密度に並べて固定した材料。ここでは遺伝

子発現量を調べるために、スライドガラスやシリコンなどの基板上に
様々な配列のDNA分子（上記オリゴマー）を高密度に配列して固定化し
たもの。DNAマイクロアレイまたはDNAチップとも言う。多くの遺伝子の
発現量等を同時に解析するために利用できる。
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マイコプラズマ性肺炎 マイコプラズマという微生物によって引き起こされる肺炎。マイコプラズマ
肺炎とも言う。人間だけでなく家畜も感染し、生産性を低下させる主な要
因の一つとなっている。

マップベースクローニング法 両親に由来する遺伝子間の交差（組換え）により、染色体断片の切り替
えが起こる。後代のDNAマーカーを用いた遺伝子型と形質の間で完全
な相関が見られる部分に形質を制御する遺伝子が存在することを利用
して、数多く（通常2千個体以上）の後代を解析することで遺伝子を特定
する手法。

ミクログリア 脳内に常在するマクロファージの一種。脳内の生体防御機能に重要な
役割を果たすほか、神経変性疾患における神経細胞死と関連すること
が示唆されている。

ミュータントパネル 約5万系統からなるTos17挿入変異および培養変異による遺伝子破壊
系統群。PCRにより目的遺伝子が破壊された系統を選抜する逆遺伝学
的なアプローチによる解析に用いることが出来るほか、突然変異系統群
として順遺伝学的なアプローチに用いることも出来る。

紫斑点病 ソルガムの重要病害の一つ。糸状菌であるBipolaris sorghicolaによって
引き起こされ、植物体全体にアントシアニン蓄積に由来する紫色の斑点
が多発して収量が低下する。紫斑点病菌の抵抗性は1遺伝子(ds1)に
よって支配されている。

メチル化カテキン 緑茶に含まれるカテキンの一種で、一部にメチル化された化学構造をも
つもの。メチル化カテキンの中で最も主要なものは、メチル化エピガロカ
テキンガレ－トであり、これは抗アレルギ－性等の機能性が特に優れて
いる。「べにふうき」などの一部の紅茶系品種ではメチル化カテキンが多
いが、緑茶系品種は含有量が明らかに少ない。

戻し交雑自殖固定系統群
（BIL）

品種間交雑の後、戻し交雑を行い、繰り返して交配した一方の親に由来
するゲノムの割合を上げた後に、自殖を繰り返して作成する。一方の親
のゲノムの割合を上げることで、解析の際にノイズとなる遺伝背景の影
響を減らすことができるので、（戻し交雑を行わず自殖を繰り返した集団
に比べて、）作用力の小さい遺伝子を高い感度で検出することができ
る。

紋枯病抵抗性 温暖化による高温多湿に伴って発生面積が増加傾向にある紋枯病菌
(Thanatephorus cucumeris)に対する抵抗性。明瞭な抵抗性を示す品種
が知られていなかったこと、晩生・長稈品種は被害度が小さくなる傾向
があることから、抵抗性品種の育成は進んでいない。

【や行】
野生イネ ヒトの手によって農業生産のために改良が加えられていないイネ。栽培

イネが失ってしまった耐病性・脱粒性・再生性等を有するため、栽培イネ
の改良のための新たな遺伝資源として注目されている。本来は野生の
湿原・沼地・河原等に自生しているが、現在利用されている野生イネは
各国のジーンバンク等に保存されているものがほとんどである。

野生イネAゲノム種 栽培されるイネにきわめて近縁な、一群の野生イネの分類群で、比較的
容易に栽培イネと雑種をつくる。
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ユビキチン／プロテアソーム
系

目印（ユビキチン）が付いたタンパク質が、タンパク質分解装置であるプ
ロテアソームによって分解される仕組み。特定のタンパク質の細胞内量
を精密に制御する仕組みで、様々な生命現象に関与している。

幼若ホルモン(JH) 昆虫特有のホルモンで、脳の後ろにある小器官アラタ体から分泌され
る。変態の抑制をはじめとして性成熟の促進、相変異の誘導など、卵か
ら成虫までのあらゆるステージで多彩な生理現象を制御する。脂溶性が
高く酵素による分解を受けやすいので、これを防ぐために特異的な結合
タンパク質JHBPと結合して各組織まで運ばれる。

葉色 葉に含まれる色素は特定の波長の光を吸収して光合成に利用するた
め、利用されなかった波長の光は葉を透過し色の変化（葉色）となって表
れる。大抵の植物は緑色の波長の光を吸収しないので葉の色は緑色に
なる。緑色の濃い、薄いは色素（クロロフィル＝葉緑素）の含量を反映す
ることから、色の変化と光合成能力の間には緩やかな関係が示唆され
ている。

葉面温度 植物の葉の温度のこと。赤外線サーモグラフィー等の熱画像撮影装置
を用いて測定する。葉の温度の変化は、外気温の変動のみならず、気
孔開閉と連動する水蒸気放出に伴う気化熱の発生も要因と考えられて
いる。このため水利用効率や乾燥ストレス耐性を評価する指標としてこ
れまで用いられていた。一方で葉面温度は気孔開閉によって引き起こさ
れる二酸化炭素の拡散（取り込み能力＝気孔伝導度）とも相関のあるこ
とから、光合成速度を推定する指標としても用いることができる。

【ら行】
レトロトランスポゾン遺伝子 自身をRNAに転写した後、逆転写酵素によりDNAに転写し返されること

で転移する遺伝子。SOLID1遺伝子は胎盤を形成する栄養膜細胞の単
核の細胞でのみ発現している。

連合学習 ２つの刺激が時間的に同時または近接して与えられたとき生じる学習で
ある。刺激に情報的価値が付加される場合がある。１つの刺激が情報
的に価値のある第２の刺激と同時か、近接して動物に与えられるとき、
第１の刺激の情報的価値が増す。第１の刺激の情報的価値増大は、第
２刺激と”連合”して与えた結果生じると考えられるから、この種の学習
は連合学習と呼ばれている。

連鎖地図 DNAマーカー間の連鎖と乗り換えに基づいて染色体上のDNAマーカー
の位置関係を推定し、DNAマーカー間の距離を乗り換え頻度より算出し
た地図を指す。DNAマーカーの密度が高まるにつれて、相互に連鎖する
DNAマーカーは群（連鎖群）を形成し、その数はゲノムを構成する染色
体数に収束する。一方、DNAマーカー間の距離をDNAの長さに基づいて
作成した地図を物理地図という。

連鎖の引きずり 育種において、ある性質をもつ個体を選抜すると、染色体上にあるその
性質を司る遺伝子とともに、その近くに存在（連鎖）する他の遺伝子（と
その遺伝子が関係する性質）も同時に選抜する確率が高くなる。このよ
うな複数の性質が後代に一緒に伝わる現象を連鎖の引きずりと言 う。
例えば、病害抵抗性に関わる遺伝子と低収量に関わる遺伝子が連鎖し
ている場合、抵抗性を指標に選抜した個体のほとんどが低収量になり、
育種選抜において大きな問題となる。
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連鎖不平衡 複数の品種や系統を調べたときに、ある遺伝子と別の遺伝子の特定の
組み合わせが頻度高く検出される場合に、「連鎖不平衡状態にある」と
いう。高い連鎖不平衡が注目する遺伝子間に見られる場合、それらの
遺伝子同士の距離が近いと考えられる。

【Ａ】
ABCトランスポーター 分子内に高度に保存されたATP結合領域（ATP-Binding Cassette）を有

する輸送体（トランスポーター）タンパク質の総称。ATPによって駆動ある
いは制御される。植物では、二時代謝産物の輸送などに重要な働きを
持つと考えられている。

ABP1 小胞体中に局在しているタンパク質で、植物の成長や生理を多面的に
制御しているオーキシン(植物ホルモン)の受容体候補の一つである。

aCGH法 Array Comparative Genomic Hybridization法の略。マイクロアレイを用
い、対象とするサンプルのDNAのコピー数や遺伝子の欠失などをDNA
の増幅を行わず検出する方法。ここでは、後者の遺伝子の欠失を検出
する方法を指す。

【Ｂ】
BAC Bacterial Artificial Chromosome(細菌由来人工染色体)。細菌の複製因

子(F因子)と外来遺伝子を結合させ大腸菌に導入したもの。菌体内で安
定に保持される。また大腸菌を培養すれば外来遺伝子は細菌内で増幅
し大量に入手可能なため、以後の分子生物学的操作が容易になる。

BACライブラリー 大腸菌人工染色体（Bacterial Artificial Chromosome）をベクターとして、
ゲノムDNAの巨大断片を導入して、クローン化したもの。

BiP 真核生物すべてに保存されている生存に必須な小胞体に存在する熱
ショックタンパク質HSP70の一種で、小胞体におけるタンパク質輸送や
小胞体品質管理機構において、中心的役割を担っている。

bm (bloomless) イネ科植物の葉、茎などの表面に生じる白色のワックスが生じなくなった
劣性の突然変異遺伝子。この特性は家畜の飼料として、消化性が高くな
ると言われている。

BmNPV カイコ核多角体病ウイルス。カイコにのみ感染するウイルスの一種で、
養蚕業に多大な被害をもたらしてきた。このウイルスの遺伝子を組換え
てカイコに感染させ、有用物質生産に利用する系が確立されている。

BMP4、BMP15 骨形成タンパク質(Bone Morphogenetic Protein, BMP)は骨の形成に働く
シグナルタンパク質の遺伝子ファミリーで、 トランスフォーミング増殖因
子β（TGF-β）スーパーファミリーに属している。

Bspry遺伝子 マイクロアレイ解析により、未分化性の高いES細胞で発現量が高い遺
伝子として同定した。胚及びES細胞で発現しているが、その機能は明ら
かでなかった。

【Ｃ】
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CBP1 オーキシン様活性をもつABP1のC末端ペプチドを利用した親和架橋法
により同定された原形質膜に局在するタンパク質。ABP1と相互作用す
ることで、原形質膜におけるオーキシンシグナル伝達を調節しているも
のと考えられる。

cDNA 多くの場合、DNAは生体内で直接機能せず、いったんRNAに写し取られ
る（転写）。RNAは分解しやすく実験場の扱いが難しいので、人工的に
DNAに写し取って利用される。これを相補的DNA（complementary DNA、
cDNA）と呼ぶ。

coild-coil構造 タンパク質の超二次構造の一つで、ポリペプチド鎖がヘリックス構造を
形成し、それら同士がらせん状に絡み合った構造。この構造の形成によ
り、物理的な架橋点となり、分子あるいは分子集合体の安定性に寄与す
る。

CSP Common Symbiosis Pathwayの略で、マメ科植物において根粒共生と菌
根共生の両方に必須の遺伝子の総称。ミヤコグサではCCaMK,
CASTOR, POLLUX, CYCLOPSなどが知られている。また菌根共生のみ
を行うイネでもこれらの遺伝子が存在しており、それらはマメ科植物にお
ける根粒共生過程で正常な機能を発揮できることが示されている。

【Ｄ】
DNAマーカー 生物個体の遺伝的性質あるいは系統の目印となる、DNA配列。昆虫の

個体群動態の解析には、マイクロサテライトと呼ばれる、ゲノムDNA上の
数塩基程の小さな単位配列の繰り返しの長さが良く用いられる。

【Ｅ】
Ehd1 B-タイプのレスポンスレギュレーターをコードし、Hd1 遺伝子とは独立

に、イネの開花促進因子として機能する。同様な構造を持つ遺伝子が開
花期の調節に働いているとの報告はこの遺伝子しかなく、イネ、もしく
は、イネ科に特異的な開花制御分子機構の存在を示唆する。Ehd1 遺伝
子は、短日条件の朝に発現し、フロリゲン遺伝子の発現を誘導する。

ERストレス 分泌型のタンパク質は正しくと折りたたまれない場合、正しく折りたたま
れていないタンパク質は小胞体内腔で凝集して、細胞毒性を発揮してＥ
Ｒストレスとなる。そこでこうした誤ったタンパク質が蓄積した場合、ＥＲス
トレスに応答した反応を通じてＥＲの品質管理が行われている。

EST Expressed Sequence Tagの略称。ゲノム配列上で発現している部分の
目印という意味。具体的にはcDNAの部分的配列のこと。EST解析によ
り、発現遺伝子の分類や、組織ごと、発育・発生時期ごとの遺伝子発現
状況を調べることができる。

【Ｆ】
FOX系統 完全長cDNA（full-length cDNA）を過剰発現(overexpression)させた（植

物の）系統群。
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【Ｇ】
GARP 植物に特有なGARP転写因子群において保存性の高いモチーフで、

DNA結合能を有する。

GDF9 増殖分化因子(Growth Differentiation Factor)9は卵母細胞でで発現し、
卵巣の卵胞の形成に必要であると考えられている。BMPと同様にトラン
スフォーミング増殖因子β（TGF-β）スーパーファミリーに属している。

GFP 緑色蛍光蛋白質のこと。励起光をあてると緑色の蛍光を出す蛋白質で、
細胞の標識に用いられるだけでなく、蛋白質と融合させ、細胞内での特
定の蛋白質の局在や機能を探ることもできる。

Ghd7 Ghd7 遺伝子は、2008年、中国のグループにより単離されたイネの開花
期（出穂期）制御遺伝子で、遺伝学的には、Ehd1 遺伝子やHd3a 遺伝子
を制御することで、長日条件でのイネの出穂を遅くする働きを持つ。構造
的には、Ｃ末付近にCCTモチーフを持ち、コムギの春化処理反応に必須
な Vrn2 遺伝子と高い相同性を持ち、転写抑制因子と考えられている。
シロイヌナズナ等、双子葉植物にはオーソログが確認できない開花抑制
因子である。

GLK1 GOLDEN2-LIKE 1の略。植物に特徴的なGARP型転写因子ファミリーの
一種で、葉緑体の発達に関与することが知られている。イネやシロイヌ
ナズナにはGLK1の他にGLK2というホモログがあり、部分的に類似した
機能を有する。

【Ｋ】
K+チャネル 生体膜に存在し、生体膜内外のイオンを通過させる蛋白質分子であるイ

オンチャネルの一種で、主にカリウムイオン（K+）を輸送する。イオンチャ
ネルは、細胞内外に形成された電気化学ポテンシャルによってイオンを
受動的に移動させる。植物のK+チャネルは、増殖や成長などに重要な
K+の吸収に重要な働きをもつと考えられている。

【Ｍ】
Map Kinase 広く真核生物に存在するタンパク質リン酸化酵素で、さまざまな外部刺

激に応答して活性化され、細胞内シグナル伝達反応を引き起こす調節
因子。

MAPキナーゼ・カスケード 細胞内情報伝達において、タンパク質キナーゼ（リン酸化酵素）が別のタ
ンパク質キナーゼをリレー式に順次リン酸化することにより情報を受け
渡す仕組み。MAPキナーゼ（mitogen-activated protein kinase）・カス
ケードは、細胞の増殖、分化、死、ストレス応答など多くの細胞機能の制
御に関わり、酵母から高等植物や哺乳動物に至るまで高度に保存され
ている。

microRNA 20-25塩基からなる1本鎖低分子RNAであり、元々は長いRNAがプロセ
シングを受けて生成する。miRNAの機能はmRNAと結合したり、mRNAを
分解することによって翻訳過程を阻害すると言われている。

【Ｎ】
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NILs 準同質遺伝子系統のことであり、ある遺伝子以外は特定品種の遺伝的
背景とするために、ある遺伝子を有する系統に特定品種を通常５～10
回程度戻し交配することによって育成する。

【Ｏ】
ORF Open Reading Frameの略。DNAの中で、タンパク質の配列をコードして

いる可能性のある領域。

【Ｐ】
Peking 中国で飼料用として栽培されていた半野生種系統。シストセンチュウ抵

抗性、モザイクウイルス抵抗性、茎疫病抵抗性など様々な病害抵抗性
を持つために注目され、これまで米国や日本のシストセンチュウ抵抗性
の育種母本として利用されている。

PEPC ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ。ホスホエノールピルビン酸
と炭酸水素イオンからオキサロ酢酸を生成する酵素。C4植物ではC4光
合成回路の光合成初期炭酸固定酵素として働く。C3植物では、TCA回
路への基質補充反応に関与している。本酵素は細胞質に局在すると考
えられていた。

PHR1 植物のリン酸吸収において中心的役割を担う転写因子でDNA結合ドメイ
ンGARPをもつ。PHR1タンパク質の分子機能はSUMO化翻訳後修飾を
介して調節される。

【Ｑ】
QTL Quantitative trait locusの略。量的形質遺伝子座という。品種や系統間

の形質の違いは、比較的小さな作用をもった複数の遺伝子によって決
定されている。この一連の遺伝子座をさす。従来は、品種間のQTLの遺
伝子作用が小さいために遺伝学的解析が困難であったが、近年のゲノ
ム解析の進展により、DNAマーカーが充実し、ゲノム中に存在するQTL
の位置決定や単離が可能になっている。

【Ｒ】
RAP イネアノテーション計画（Rice Annotation Project）。イネゲノム全塩基配

列の完成を受けて、国際計画として生物研を中心に組織された。

RAP-DB イネアノテーション計画（Rice Annotation Project）によって作成された
データベース。

【Ｓ】
shRNA shortあるいはsmall hairpin RNAの略。21塩基前後の長さのステムを有

するヘアピン構造をしたRNA。

SNP Single Nucleotide Polymorphismの略称で、日本語では一塩基多型とも
いう。複数の品種や系統の同じ領域のDNAを調べたときに、塩基配列が
ほとんど同じで一塩基だけ異なる場合、その異なる箇所をSNPと呼ぶ。
DNA変異の中では最も頻度が高く、近年、多数のSNPを迅速かつ正確
に決定する手法が開発されたため、DNAマーカーとしての利用も進んで
いる。
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SUMO Small Ubiquitin-like Modifierの略。ユビキチンに類似したタンパク質の一
つで、細胞内の他のタンパク質に一時的に共有結合してその機能を調
節する(SUMO化翻訳後修飾)。SUMO化は、タンパク質の細胞核－細胞
質輸送、クロマチンなどの核内構造、転写制御、アポトーシス、DNA修
復、ストレス応答、細胞周期の進行、タンパク質の安定化など様々な細
胞内のプロセスに関係する。

SUMO化酵素 SUMO化修飾を触媒する酵素で、SUMO活性化酵素E1、SUMO結合酵
素E2、および、SUMOリガーゼE3の3種類の酵素が存在する。E1は2種
類のタンパク質(SAE1とSAE2)のヘテロダイマーとして機能する。

【Ｔ】
TAF170 雄生殖細胞の減数分裂期特異的遺伝子発現に関わるプロモーター結

合因子。

TKDPs TKDPs(Trophoblast Kunitz Domain Proteins)はウシなどの反芻獣の胎
盤の栄養芽層で産生される、ペプチドを分解する酵素を抑制する働きを
持つドメインを持った分泌タンパク質。

【Ｗ】
WCS ホールクロップサイレージで作物の地上部全体を登熟期に収穫して調

整される貯蔵飼料のこと。

Williams 82 アメリカで塩基配列解読に用いられたダイズ品種。茎疫病抵抗性品種
'Kingwa'の茎疫病抵抗性を1971年にリリースされた品種 'Williams'に導
入し、1981年にリリースされたUSDAの品種。

WRKY45 WRKY型転写因子の一種。WRKY型転写因子は、遺伝子の発現（mRNA
への転写）を制御するタンパク質（転写因子）の一群で、保存された４ア
ミノ酸の並び（WRKY）にその名前が由来し、イネには約１００種存在す
る。それぞれのWRKY型転写因子は異なる機能を有し、WRKY45は耐病
性に強い効果を発揮する。

【α】
α-1,3-グルカン 糸状菌や細菌の細胞壁成分の一つで、構成糖であるグルコース間の結

合の様式からα-1,3-、β-1,3-のように区別される。α-1,3-グルカンは
植物には存在せず、またそれを分解する酵素遺伝子も高等植物では知
られていない。

α-ガラクトシダーゼ リソソーム酵素の一つで、糖脂質や糖タンパク質の非還元末端のα-ガ
ラクトシド結合を切断するエキソ型グリコシダーゼ。微生物由来のα-ガ
ラクトシダーゼは直鎖状末端ガラクトースに作用するものと側鎖ガラク
トースに作用するものに大別されるが、イネ由来α-ガラクトシダーゼは
直鎖状末端と側鎖ガラクトースの両方に作用する。

【β】
β-グルクロニダーゼ 植物細胞壁の構成成分であるキシログルカンやアラビノガラクタンなど

の各種グルクロン酸配糖体からグルクロン酸を切断する酵素。

β-シート構造 タンパク質やポリペプチド鎖がとる二次構造の一つで、分子鎖間が水素
結合により結合し、シート状の伸びた構造。この構造が分子鎖間の結合
点となり、繊維性タンパク質では、得られた繊維の強度に寄与している。
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【２】
2'-デオキシウリジン ピリミジンヌクレオシドの一つでウラシルと2'‐デオキシリボースが結合し

た物質で、DNAやRNAの生合成に用いられる。
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