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独立行政法人農業生物資源研究所中期計画

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

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

前年度比１％の経費節減を行う。

１ 評価・点検の実施

① 外部専門家・有識者等を活用し、毎年度の報告に先立ち、自ら点検を行う。

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

に、外部専門家・有識者等の意見を聞いて成果の評価を行い、その結果は研究資源

の配分に反映させるとともに公表する。

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

その結果は処遇、研究資源の配分に反映させる。

２ 研究資源の効率的利用

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

② 研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

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

機械については、その情報をインターネットを介して広く公開する等、有効かつ効

率的利用に努める。

３ 研究支援の効率化及び充実・高度化

① 特許、品種登録等の知的所有権の取得・移転に係る支援態勢を強化する。

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

充実・強化を図る。

③ 施設、機械等の保守管理については、業務の性格に応じて外部委託に努める。

４ 連携、協力の促進

（１）他の独立行政法人との連携、協力

① 他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、研究目標の共有、共同研究、人

事交流を含めた連携、協力を積極的に行う。また、独立行政法人農業技術研究機

構が行う多様な専門知識を融合した総合研究に必要に応じて協力する。

② ジーンバンク事業等の他の独立行政法人との連携・協力を必要とする業務につ

いては、そのための連絡調整を緊密に行う。

（２）産学官の連携、協力

① 国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機関等との共同研究及び研究者の交
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流等を積極的に推進する。

② 研究を効率的に推進するため、行政との連携を図る。

③ 科学技術協力に関する政府間協定等を活用し、先進国等との共同研究を推進す

る。

④ 国の助成により公立機関等が実施する研究等への協力を行う。

⑤ 毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加を求めて、研

究推進のための会議を開催し、相互の連携・協力のあり方等につき意見交換等を

行う。

５ 管理事務業務の効率化

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

発注業務の電子化を進め、事務処理に係わる新たなソフトウエア等の導入を行う。

光熱水の節約等により、管理経費の節減を図る。

６ 職員の資質向上

、 、① 業務上必要な各種の研修に職員を積極的に参加させるほか 必要な研修を実施し

職員の資質向上に努める。また、業務上必要な資格取得を支援する。

② 各種制度を積極的に活用し、職員の在外研究の機会の増加に努める。

③ 博士号の取得を奨励し、適切な指導を行う。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

１ 試験及び研究並びに調査

Ａ ゲノム生物学等を利用した生命科学研究

１）ゲノムの構造解析とゲノム情報解析システムの開発

（１）イネのゲノム構成及びイネゲノムのＤＮＡ塩基配列の解析

イネゲノムにおける機能遺伝子や反復配列の分布等の大まかな構造をＤＮＡの塩基配列に基

づく位置情報を利用して解析する。イネゲノム中の主要な遺伝子領域について解析を効率化する

ための技術開発を行い、全塩基配列の解明を目指す。また、イネゲノム中の非遺伝子領域におけ

る特殊な配列領域を解析するための技術を開発する。

（２）イネ完全長ｃＤＮＡクローン収集とデータベースの構築

生研機構が主体となって進めているイネ完全長ｃＤＮＡクローンプロジェクトから約３万個

のｃＤＮＡを受け取ってライブラリーを構築するとともに、それらに関する情報と既存のＥＳＴ

クローン情報等を統合したｃＤＮＡデータベースを構築する。
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（３）ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

ブタ等のゲノム構造を明らかにし、それを基に染色体特定領域については約1,000マーカーの

高密度遺伝地図、物理地図を作成する。また、カイコではゲノムのＢＡＣクローンを蓄積してラ

イブラリーを構築し、コンティグ化を行うことにより95％以上をカバーする物理地図を作成する

とともに、１ｃＭ程度の高密度遺伝地図の作成と約1,000個のｃＤＮＡのマッピングを行う。

（４）ゲノム機能予測技術の開発

イネゲノム等からタンパク質コード領域及び発現制御領域を効率よく予測する技術を開発す

る。また、コンピュータ上で細胞の代謝や交配実験等をシミュレートするシステムのプロトタイ

プを開発する。

（５）イネゲノム等統合データベース基盤の開発

イネゲノム等に関する既存の染色体地図情報、配列情報と、塩基配列情報、遺伝子情報、機

能情報等の異なる情報を有機的に連結する共通基盤技術を開発する。

２）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明

（１）遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

マップベースクローニングによるイネの有用形質に関与する遺伝子の単離・同定を進める。

特に、出穂期、紫外線感受性、脱粒性及び粒形等に関与する遺伝子を単離する。

（２）イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解析システムの開発と利用

イネミュータントパネル（遺伝子破壊系統群）を利用して系統的に形態形成、品質等の遺伝

子機能を解析するための実験システムを開発する。

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

ブタの椎骨数、肉質等に関与する量的形質遺伝子のゲノム中の存在領域を高精度に特定し、

その部分塩基配列情報に基づいて遺伝子の単離を進める。カイコでは「大成」等のＤＮＶ抵抗性

系統の品種を用いて、ＤＮＶ抵抗性遺伝子等を単離する。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

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

レイ技術により、環境ストレス（病虫害、乾燥、高低温等 、又は特定の組織・器官における遺）

伝子発現のプロファイリングを行う手法を開発する。

（５）タバコ等の遺伝子レベルでの細胞内シグナル伝達系の解析

タバコ等の種々の生理的条件、又は特定の組織・器官等の形成における細胞内情報伝達のメ

カニズムを明らかにするため、その過程に関与する遺伝子を単離し、解析する。

（６）染色体構造の変化やＤＮＡの修飾に着目した遺伝子発現調節機構の解析

クロマチン構造変化をもたらす諸要因、ＤＮＡメチル化に影響を及ぼす諸要因、メチル化の

影響を受ける遺伝子群等に着目して、遺伝子発現の高次調節機構を解明する。

３）タンパク質の網羅的解析と構造生物学的解明

（１）遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析

プロテオーム解析手法の活用により、遺伝子産物であるタンパク質を解析してデータベース
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を構築するとともに、リン酸化等の翻訳後修飾を介するタンパク質・遺伝子のネットワークを解

明する。

（２）タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

Ｘ線結晶解析、ＮＭＲ（核磁気共鳴）その他の物理化学的手法や部位特異的変異導入等を利

用して、アミラーゼ等の酵素や光合成電子伝達系タンパク質複合体等の立体構造形成、機能発現

機構を解明する。また、機能未知の遺伝子産物の機能を立体構造解析に基づいて推定する。

（３）計算科学的手法によるタンパク質の構造・機能推定技術の開発

生理活性物質結合タンパク質等の構造・機能をホモロジーモデリング、ドッキングシミュレ

ーション等により解析するため必要なデータベースを構築する。また、タンパク質のアミノ酸配

列に基づいてその立体構造、機能を推定する新たな手法を開発する。

（４）糖質性エリシターとその認識機構及び情報伝達機構の解明

糖質性エリシター及びその結合蛋白質の構造を解析し、活性酸素生成や遺伝子発現等の防御

反応に至るシグナル伝達機構を解明する。

４）植物における生命現象の分子機構の解明

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

光合成器官の光形態形成機構を明らかにするため、光シグナル受容体とその下流に展開する

光シグナル伝達系の構成成分の遺伝子を網羅的に単離し、光合成の機能制御に関与する遺伝子を

同定・解析する。また、光合成効率に大きく寄与すると考えられている光化学系の構築と解体に

着目し、関与する葉緑体局在性の調節因子の同定を行い、その作用機作を解明する。

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

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

を初めとする炭素代謝の制御機構を解析するとともに、Ｃ３植物にも存在しているＣ４光合成関

連酵素について、センス・アンチセンス形質転換イネを作出し、Ｃ３光合成や炭素代謝における

Ｃ４光合成関連酵素の役割を明らかにする。また、出穂期葉鞘におけるシンク・ソース変換に関

与する遺伝子群の網羅的な単離と機能解析、登熟初期におけるデンプン蓄積制御機構の解析、転

流に係わる形質の量的形質遺伝子座（ＱＴＬ）解析等を行う。

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

ペチュニアから単離しているジンクフィンガー型転写因子の遺伝子の機能を形質転換植物を

利用して解析することにより、枝分かれや矮性化、さらに花器官の分化発育等形態形成の制御機

構を明らかにする。また、新たにイネから有用な機能を持つ転写因子を単離し、その利用法の開

発に取り組む。

（４）原形質膜を介するオーキシン・情報伝達機構の解析

、複合タンパク質と考えられている原形質膜オーキシン受容体の構造を明らかにするとともに

受容体変異を利用してオーキシン情報伝達経路を解明する。

５）動物における生命現象の分子機構の解明

（１）生殖系列細胞等の発生分化機構の解明と発生工学的利用技術の開発
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マウス胚性幹細胞（ＥＳ細胞）と支持細胞等の相互作用等に着目して、ＥＳ細胞の樹立、増

殖及び分化を制御するタンパク質因子について解析する。また、発生・発育過程において鶏の生

殖巣キメラ作製やインシュリン関連物質の受容体の構造等を解明するとともに、その発現様式や

転写制御、シグナル伝達に関わるＩＧＦ－１レセプター遺伝子等の生理・形態形成関連遺伝子の

発現様式について解析する。さらに、ウシ体細胞等培養細胞の遺伝子改変を目的とする効率的な

遺伝子導入法と薬剤選抜法を開発するとともに、培養細胞の核移植によるクローン個体を作出す

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

子宮、胎盤由来細胞を用いた生体外再構築組織の作成法の開発に取り組む。

（２）動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与する細胞因子の探索

脂肪細胞等の細胞株を樹立し、細胞分化モデルを確立し､細胞の増殖・分化に関する生体内因

子の検索と有用遺伝子の単離を行うことにより、脂肪交雑形成機構等の解明を進める。また、動

物の成長、発育、成熟、体構成決定等に関与する細胞表面、細胞内、核内受容体及び内分泌物質

生成に関与する遺伝子の単離を行うとともに、遺伝的表現型の変異とこれらの遺伝子における変

異との関係を解明する。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び繁殖中枢調節機構の解明

ウシ、ブタの脳定位固定装置・脳定位手術用機械等の開発と脳の三次元地図（脳アトラス）

の作成を行うとともに、脳のストレス反応と本能行動発現系の関連性に着目し、これらを制御す

る大脳辺縁系（特に、扁桃体、海馬）と視床下部の神経・ホルモン性調節や自律神経系の調節機

構等を解析する。また、繁殖活動の調節に関わる視床下部ホルモンの分泌活動のモニタリング法

を確立し、家畜の繁殖機能制御機構を解明する。

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

能解明

ヒメミミズ等の発生分化に関わる主要な関連遺伝子の探索同定、カイコの脱皮変態時にホル

モン活性物質によって発現が誘導される主要な遺伝子やタンパク質の単離とその発現機構や情報

伝達機構の解明、斑紋等の組織形成に関わるタンパク質の単離とその動態解明等に取り組む。

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

その機能及び多様性の解析

昆虫等のフィブロイン遺伝子、尿酸合成、エクジステロイド受容機構等の生理機能に関わる

遺伝子を単離し、構造解析を行うとともに、その種内、種間比較を行うことによってその多様性

の解析を行う。また、カイコ間性系統についても連関解析を行い、間性関連遺伝子の解明に取り

組む。

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

目した味覚受容伝達系の解明

光学的測定法を用いた匂い刺激によって生じる昆虫脳の触角葉、キノコ体の神経活動、神経

回路網レベルでの神経活動の変化の解明を行うとともに、カイコ等の味覚感覚器や感覚細胞の電

気生理的解析と情報受容分子の検出を行い、活性物質の分析手法の開発とその機能を解明する。

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

休眠等の解明と、カイコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代謝機能の解

明

バッタ類の相変異に伴う体色制御機構、甲虫類等の休眠や温度耐性等の制御機構をペプチド
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ホルモン、幼若ホルモン等の生理機能に着目して解明するとともに、カイコ等の絹糸昆虫に特異

的なアミノ酸合成、ステロール代謝、糖代謝に関わる酵素系の特性解明と発現解析を行う。

６）環境応答、生物間相互作用の分子機構の解明

（１）環境ストレスに応答する遺伝子群の単離とその機能解析

イネにおいて塩ストレスにより発現する遺伝子群を探索するとともに、高塩環境下でイオン

の吸収・排出及び液胞への隔離等に働く膜輸送体に着目して主要イオンであるナトリウムの輸送

体を中心に、ストレス回避に働く機構を解析する。また、各種ストレスに対する応答機構に関与

するシアン耐性呼吸の役割を分子・細胞レベルで解明する。

（２）イネにおけるフィトクロムを介した光情報伝達経路の解析

イネのフィトクロム突然変異体やフィトクロム遺伝子のセンス・アンチセンス形質転換体に

おいて、様々な光条件での遺伝子発現プロファイルをマイクロアレイ等を用いて解析することに

より、フィトクロムを介した光シグナルによって発現が制御されている遺伝子群の新たな機能や

、 。ネットワークを明らかにし イネにおけるフィトクロムを介した光シグナル伝達経路を解析する

（３）植物の抵抗性遺伝子による病原体認識機構の分子遺伝学的解析

イネのいもち病抵抗性遺伝子をモデル系として、病原体を抵抗性遺伝子が認識するための機

構を分子生物学的に解明する。また、抵抗性遺伝子が病原体の認識シグナルを核内に伝達してゆ

く過程に関する変異体の検出に取り組む。

（４）共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能と発現調節機構の解析

根粒の器官形成に関与する遺伝子、及び根粒特異的な遺伝子発現に関わる転写調節因子を対

象として、ミヤコグサを用いた形質転換実験等によりこれらの機能と発現調節機構を解明する。

また これらの根粒に特異的な遺伝子の発現等を指標として 根粒菌の根粒誘導シグナル物質 Ｎ、 、 （

ｏｄファクター）に対する植物の応答を解析し、Ｎｏｄファクターの受容から根粒形成の開始に

至るシグナル伝達機構の解明に取組む。

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

の開発

マメ科モデル植物ミヤコグサを用いて、マイクロアレイ等を活用した共生関連遺伝子の網羅

的な単離、トランスポゾンの利用を中心とした遺伝子タギング系の開発を試み、本植物による窒

素固定共生系に関する分子遺伝学的研究の基盤を確立する。

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

性昆虫に対する有害物質の検定系の確立

捕食性カメムシやアリ類等の集合フェロモン等の効率的な超微量分析法等を開発して化学構

造を決定し、作用特性を解明する。また、植物の殺虫性タンパク質等の検定・同定システムを開

発するとともに、吸汁性昆虫の抵抗性植物に対する加害性バイオタイプの摂食特性の解明に取り

組む。

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

循環細菌等の感染・定着・増殖の分子機構の解明

昆虫共生微生物の遺伝子レベルでの系統解析とデータベース化、及びトビイロウンカｃＤＮ

Ａライブラリーの作成と約５千クローンの塩基配列の解読を行う。また、食材性昆虫とその共生
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微生物のセルラーゼ遺伝子のクローニングと解読、チャバネアオカメムシ腸管ウイルスの外被タ

ンパク質の翻訳に関わるＲＮＡの高次構造の解析、昆虫と植物を循環伝搬する細菌等微生物の探

索、新機能解明及びそれら微生物の昆虫腸内での定着・増殖に関わる昆虫の遺伝子の探索・同定

等により、共生微生物及び共生に関わる遺伝子の機能を解明する。

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

構及び植物－微生物－昆虫の相互作用の解明

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスのスピンドルの感染増強作用の解析、鱗翅目昆虫の

ＢＴ菌δ内毒素に対する遺伝子の遺伝様式及び遺伝子座位の解明等を進める。また、病原性の異

なるカミキリムシ病原糸状菌ボーベリアの菌株の簡易識別法を確立するとともに、組織培養系を

用いて微胞子虫類の感染機構を解明する。クワ等の病原微生物が生産する生理活性成分の他の微

生物やクワ等に対する作用、植物を介した昆虫への作用を解明する。

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

析のためのインビトロ培養細胞系の開発

ほ乳類の抗原特異的及び非特異的免疫に関わる細胞において生体防御反応の過程で発現又は

発現増強する遺伝子を単離しその機能を解明するとともに、それらの制御技術等の開発を行う。

また、生体防御機構及び病態発生機構の解析に活用するため、簡便かつ有用なモデルとなる培養

細胞系を開発する。

（10）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変及び機能、発現機構の解明

カイコ等の先天性免疫に関わる抗菌性タンパク質等を単離・同定し、構造解析、作用機構の

解明を進めるとともに、関連遺伝子のクローニングを行い、遺伝子活性化機構に関わる制御領域

や結合タンパク質に着目して発現機構の解明に取り組む。また、これらの抗菌性タンパク質等の

利用法開発のため改変ペプチドの作成、機能解明等を行う。

Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発

１）遺伝子組換えによる機能性作物等の開発

（１）Ｃ４光合成機能の利用や形態制御による作物生産性の向上

３種類のＣ４光合成酵素の含量の異なる形質転換イネを作出し、Ｃ４光合成回路の最適な駆

動条件、Ｃ４光合成酵素の活性制御を解析することにより、Ｃ３植物の光合成能を改良する手法

を開発する。また、植物ホルモン関連遺伝子等の導入や制御により、作物の草丈や受光態勢を制

御し、生産性を向上させる技術の開発に取り組む。

（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性、ストレス耐性個体の作出

多糖分解酵素等の病害抵抗性遺伝子やストレス応答関連遺伝子の機能を解析するとともに、

これらを活用して、病虫害抵抗性、環境ストレス耐性等を備えた個体を作出する。

（３）遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作出

遺伝子組換えにより、米に鉄結合タンパク質やコレステロール低下作用を示すタンパク質等

を集積させ、貧血や様々な生活習慣病に対する予防・治療効果が期待できる米を作出し、その機

能を評価する。
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２）新たなＤＮＡマーカーの開発

（１）ＤＮＡマーカーによるイネ育種選抜システムの開発

出穂期等の形質評価が比較的容易な形質をモデルとして、ＤＮＡマーカーを開発するととも

に、マーカー選抜育種システムを確立する。

（２）ブタの肉質等に関連するＤＮＡマーカーの開発

これまでに得られたＱＴＬ解析からブタの生産形質に関与する複数の遺伝子座について染色

体上の存在領域が明らかになった。この成果をもとに複数の資源家系のデータを統合する統計的

手法、領域特異的なＤＮＡマーカーの開発等を推進し、さらにＤＮＡマーカー選抜の実証試験を

行うことにより、ブタの肉質等と強く連鎖する育種改良に有用なＤＮＡマーカーを開発する。

（３）カイコの絹の高品質化等に関連するＤＮＡマーカーの開発

これまでに育成された形質に著しい差のあるカイコ系統の交雑集団を利用して、耐病性、絹

の高品質化に関わるＤＮＡマーカーを開発する。

３）放射線利用技術の開発

（１）各種作物におけるガンマ線とイオンビームによる突然変異誘発効率の比較

イネをはじめとする各種作物についてガンマ線、イオンビームの線量反応、生物学的効果比

により変異誘発特性を比較解明し、各放射線により誘発されるイネのアミロース含量の異なる変

異系統を解析することにより、効率的な変異誘発技術を開発する。

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

作出

ナシ黒斑病及びリンゴ斑点落葉病等各種病害に着目した耐病性突然変異を誘発し、キメラ性

の評価及びキメラ解消法の検討等を行うことによって、突然変異体の効率的な選抜法を開発する

とともに、耐病性の程度、変異の遺伝性等の解析を行って耐病性素材を作出する。

（３）イネ貯蔵タンパク質等の突然変異遺伝子の単離と機能解析

ガンマ線等で得られたイネ突然変異体について突然変異遺伝子を単離・機能解析するための

素材を作出するとともに、イネ種子貯蔵蛋白質のうちグルテリン含量を減少させる、単因子優性

突然変異遺伝子Lgc1の単離とその作用機構の解明を行う。また、単離されたLgc1候補遺伝子を野

生型に形質転換することによりLgc1の表現型を付与できることを確認する。

Ｃ 新産業の創出を目指した研究

１）有用物質生産技術の開発

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

遺伝子組換えにより、血圧降下作用を有するペプチドや、有用酵素･抗体等を種子等に効率的

に蓄積する植物個体を作出する。

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

ためのクワ系統の素材化
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バキュロウイルス等外来遺伝子発現系により、カイコを用いてサイトカイン等有用物質を生

産する技術を開発する。さらに有用物質生産用カイコの自動飼育を可能とするための装置、制御

機器、プログラム等を開発するとともに、人工飼料添加用に適したクワ新品種育成のための系統

選抜、人工飼料用系統に適した形質の遺伝解析を行う。

２）生体機能模倣技術の開発

（１）化学分子受容体の固定法等に着目したバイオセンサー等の開発

刺激物質と受容タンパクの結合を検出する系を開発するとともに、味覚受容タンパク質を膜

あるいはゲルに固定する方法を開発する。また、細胞の付着性等に関わる分子認識部位をフィブ

ロインに導入した細胞基材を作出し、その基本的機能を解明する。

（２）微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能計測手法の開発

昆虫の感覚機能や運動機能を模倣した小型移動ロボットを開発するため、エビガラスズメ飛

翔時の生体電気信号を虫体を拘束せずに計測するためのマイクロデバイス等のツールを開発す

る。また、カイコをモデルとし、幼虫動作等によって生ずる生体機能情報を物理学的、工学的に

計測する手法を開発する。

３）生物機能の改変による新規用途生物の開発

（１）ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の確立

ヒメハナカメムシ、カブリダニ等を対象として、ＤＮＡマーカーを用いた非休眠性等の有用

形質に関する種内多型の解析系を確立し、これを利用して生物農薬として優れた特性を持つ天敵

素材の開発に取り組む。

（２）環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換え植物の作出

耐性を付与することにより、環境負荷物質の一つである除草剤に耐性を示す組換え植物や、

農薬等を吸収・代謝・分解する環境修復用の組換え植物を作出し、利用の可能性を評価する。

４）新素材及び新蚕糸技術の開発

（１）セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の開発及び飼育技術の開発

極細繊度繭やセリシン繭等の特徴ある繭を産生する蚕品種を開発するとともに、その効率的

な飼育法を開発する。また、カイコ有用育種素材を整備し、物質生産用品種等、新規性のあるカ

イコ品種素材の開発に取り組む。

（２）キチン、フィブロイン等を用いたファインケミカル等機能性素材の開発

キチン、絹タンパク質等の天然生体素材について、化学修飾、物理的改変、合成技術の確立

を通じて、キチンミクロスフェアを用いた徐放剤等医薬、農業分野における新規機能性材料を開

発する。

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

の開発

絹タンパク質であるフィブロイン、セリシン等昆虫やクモに特異的なタンパク質について、
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成分の単離、回収法を検討するとともに、その高次構造、化学的特性等を解明し、材料特性と機

能発現との関係を検討して新素材設計の知見を得る。また、創傷被覆材、化粧品等医療素材、生

活素材への利用技術を開発する。

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

加工技術による生活用素材の開発

繭糸や昆虫産生色素等の新生活素材等への利用に着目し、色素ではその単離・精製手法の開

発、構造と機能性の解明等を行う。繭糸では、新衣料素材の開発を目指した極細繊度繭糸を用い

、 。た超薄地絹織物や 太繊度による伸縮性及びかさ高性に富んだ洋装用絹糸の作出技術を開発する

また、シルク等の化学修飾による機能性付与技術の開発に取り組むとともに、シルクの機能性を

解明し、平面絹等の製造技術の開発を図り、多様な生活用素材を作出する。

Ｄ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発

１）生物の多様性の解明と保全・利用技術の開発

（１）遺伝子情報等に基づくイネ属等植物及び植物病原微生物の多様性解析

核ゲノムや母性遺伝する細胞質オルガネラゲノムを指標に用い、ＤＮＡ塩基配列情報に基づ

く植物の遺伝子多様性の解析を行う。また、ゲノム上に複数存在する病原性関連遺伝子等を指標

として植物病原微生物の多様性を解析するとともに、既存の分類形質について分子系統をも反映

するように新たな評価手法を開発する。さらに、遺伝資源の画像情報等から抽出される隠れた特

性情報を用いて、新たな多様性評価手法を開発する。

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

率化

多様な生態型及び遺伝子型を含むササゲ属野生種集団等が保有する遺伝的多様性の地理的分

布パターンや、遺伝的多様性の特に高い集団の遺伝変異の動態を明らかにするため、ゲノム全体

に分布する分子マーカーを作成する。また、マイクロサテライト等の遺伝的多様性情報を解析し

集団内の多様性の程度の推定精度を上げ、これを利用して動物遺伝資源の小集団における多様性

の維持・保全技術を開発する。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝子等の機能の多様性解析

耐病性・温度反応性等イネ栽培種等の生育環境適応に関連する特性の多様な遺伝変異を探索

し、これらの特性の遺伝解析に関する研究を行う。特に、凍結の制御に関わる植物のタンパク質

等の探索、単離、機能解析、遺伝子解析等を行う。また、遺伝子ファミリーを構成する遺伝子の

遺伝子構造や発現特異性を解析し、重複遺伝子間又は対立遺伝子間の発現調節機構の多様性を解

明する。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

細菌・酵母等の微生物の増殖機能及び物質生産機能に関連する遺伝子を探索し、その遺伝子

の構造と発現調節機構及びその遺伝子がコードするタンパク質の機能を解明する。また、遺伝子

ネットワーク内における当該遺伝子とその他の関連遺伝子の関係を解明する。さらに、得られた

情報を基にして、これらの遺伝子やタンパク質の機能の種、属間における多様性を解明し、当該

遺伝子の遺伝子資源としての利活用を図る。
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（５）家畜配偶子と胚（生殖質）の保存のための増殖技術の開発及び野生植物等の生息

域内保存のための調査研究

稀少な動物遺伝資源の効率的な超低温等保存のため、ブタ等をモデルとし、配偶子と胚にお

ける分化・増殖機構に着目した未分化生殖細胞及び胚の分化・増殖手法を開発する。また、ササ

ゲ属野生植物等農業上重要な作物の近縁野生種は複雑な集団遺伝構造を持ち、生息域外保存方法

では遺伝的多様性の保全が困難であるので、これらにおける有用遺伝子の多様性をより効率的に

保存するため、生息域内においてコアとなる集団を決定する。

２）実験用動植物の開発

（１）ミュータントパネルの作出

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

ュータントパネル）の作出を行う。また、ミュータントパネルを圃場に展開し、観察される変異

形質をデータベース化する。

（２）マウスにおける遺伝子改変技術の開発と疾患モデルマウスの作出

遺伝子導入及び遺伝子ノックアウト等による疾患モデルマウスの作出をより効率的に行うた

め、マウスにおける遺伝子導入技術及び導入遺伝子の発現制御技術等を開発・改良する。また、

免疫疾患モデルマウス、感染症モデルマウス、免疫寛容モデルマウス等、生体防御機構の解析研

究に活用可能な疾患モデルマウスを作出する。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

マウスに比較し立ち遅れている形質転換ブタ作出のための個別技術の開発又は高度化・簡便

化を図り、これらをもとにしてブタへの遺伝子導入を効率的に行うための技術体系の構築を図る

とともに、この技術を用いて導入遺伝子が発現した明確な表現型を示す遺伝子導入ブタを作出す

る。

３）組換え動植物作出のための基盤技術の開発

（１）新規な部位特異的プロモーターや誘導性プロモーターの開発

ゲノム解析から得られる組織・器官特異的発現遺伝子に関する情報や、感染特異的発現遺伝

子等の解析をもとに、多様な特異性をもつプロモーターを取得し、それらを組み込んだ発現ベク

ターの開発を行う。

（２）高等植物における相同組換え技術開発のための要因解析

高等植物における相同組換えの分子機構とその効率を高めるための要因の解析を行い、染色

体中の特定の遺伝子を破壊・改変する技術の開発に取り組む。

（３）コムギ等難培養性作物における形質転換技術の開発・改良

アグロバクテリウムによる形質転換が困難なコムギ、ダイズ等の作物に関して、形質転換効

率を向上させるため遺伝子導入方法、再分化関連因子等を改良・開発する。

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

系簡易作出技術の開発と培養細胞系による昆虫免疫反応解析系の確立

トランスポゾンによる組換え体昆虫の作出において、トランスポゾンの転移活性の改良等に
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より、組換え体作出効率を向上させるとともに、発現能力の高いウイルスベクターを開発する。

また、初代培養法の改良等により、簡便で容易な昆虫細胞株作出技術を開発し、作出された培養

細胞の機能解析を進める。微生物等の異物を認識して応答する培養細胞を選抜して昆虫生体防御

反応の実験系を開発し、先天性免疫関連遺伝子の転写因子を解明する。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

植物や動物由来の選抜マーカー遺伝子やマーカー遺伝子の除去技術等の社会的受容性の高い

新規選抜技術の開発に取り組む。

（６）安全性評価手法の開発

マイクロアレイ、プロテオーム解析等の新規分析技術の導入等により、組換え体の安全性評

価手法の高度化を図るとともに、従来と異なる型の組換え体の評価にも適用できる安全性評価の

項目を開発する。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理

（１）遺伝資源の探索・特性評価・素材化

年次計画により遺伝資源の収集・受入れの強化を図る。海外における遺伝資源の多様性保全

のための共同調査を行う等、ＦＡＯにおける国際的枠組みとの連携・協力や生物多様性条約等に

基づいた対処を進める。収集遺伝資源を主体に有用特性の評価の充実を図るとともに、野生種等

の有用遺伝子利用に着目し育種素材化を進める。

（２）遺伝資源の保存・管理及び特性情報の高度化

遺伝資源の効率的かつ安定的な保存システムの構築を進めるとともに、品質評価を行い、保

。 。存遺伝資源の活力及び特性の維持を図る 配布等により保存数量が減少した遺伝資源は増殖する

また、配布に際し、遺伝資源に関する国際的枠組みに積極的に参加するとともに、利用者への利

便性向上を図るため、インターネットによる公開用データベース等、遺伝資源情報の管理・提供

システムを高度化する。

２ 専門研究分野を活かした社会貢献

（１）分析、鑑定

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度な専門的知識が必要とされ、他の機

関では実施が困難な分析、鑑定を実施する。

（２）講習、研修等の開催

① 講習会、講演会等を積極的に開催するとともに、国や団体等が主催する講習

会等に積極的に協力する。

、 、 、 、② 他の独立行政法人 大学 国公立機関 民間等の研修生を積極的に受け入れ

人材育成、技術水準の向上、技術情報の移転を図る。また、海外からの研修生

を積極的に受け入れる。

③ 外部に対する技術相談窓口を設置し対応する。
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（３）行政、国際機関、学会等への協力

① 我が国を代表するバイオテクノロジーに関わる研究機関として、行政、国際

機関、学会等の委員会・会議等に職員を派遣するとともに、政府の行う科学技

術に関する国際協力・交流に協力する。また、行政等の要請に応じて、技術情

報を適切に提供する。

② 公立機関、民間等からの放射線照射依頼については積極的に対応する。

３ 成果の公表、普及の促進

（１）成果の利活用の促進

① 研究成果は外部の評価により、直ちに利活用できる（普及に移しうる）成果

を中期目標の期間内に 件以上選定する。10

② 行政、生産者等が利用可能な各種のマニュアル、データベース等を作成する

とともに、農林水産省研究ネットワーク等を活用して、成果の普及、利活用の

促進に努める。

③ 国際的な動向に対応して遺伝資源の配布手続きを簡素化し、他の独立行政法

人、公立研究機関、大学、民間、海外研究機関等への遺伝資源の配布を行う。

④ ゲノムの塩基配列及び遺伝資源の特性に関する情報等の研究の基盤となる情

報は、迅速にインターネットを通じて公開する。また、単離した有用遺伝子や

新生物資源等の成果は知的所有権を確保しつつ、共同研究や研究成果移転促進

事業等により、他の独立行政法人や民間等に技術移転し、応用研究や実用化研

究の推進を図る。

（２）成果の公表と広報

① 研究成果は国内外の学会、シンポジウム等で発表するとともに、中期目標の

期間内に1,740報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に公表する。

② 研究成果については、その内容をインターネットや「つくばリサーチギャラ

リー」や「展示室」の展示等を通じて公開に努めるとともに、重要な成果に関

しては、適宜マスコミに情報を提供する。また、パブリックアクセプタンスの

確保に努める。

（３）知的所有権等の取得と利活用の促進

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

する。また、海外で利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮

して、特許等の外国出願を行う。

、 、② 育種研究成果については 積極的に種苗法に基づく品種登録を行うとともに

海外で利用される可能性、我が国の農林水産業等への影響を配慮して、外国出

願を行う。また、育種研究成果の普及及び利用促進を図るため、農林水産省の

命名登録制度を活用し、中期目標の期間内に５件以上の新品種及び中間母本の

登録申請を行う。
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③ 補償金の充実等により、知的所有権取得のインセンティブを与える。

、④ 取得した知的所有権に係る情報提供はインターネットを通じて行うとともに

、 。 、研究成果移転促進事業等を活用し 知的所有権の利活用を促進する この場合

知的所有権の実施の許諾等については、我が国の農林水産業等の振興に支障を

来すことのないよう考慮の上、決定する。

Ⅲ 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

平成１３年度～平成１７年度予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 ３９，５７２

施設整備費補助金 ５，９７３

無利子借入金 ４，０９６

受託収入 ２７，９８３

諸収入 ３９

試験場製品等売払代 ２４

その他の収入 １５

計 ７７，６６３

支出

業務経費 １０，４４７

施設整備費 ５，９７３

受託経費 ２７，９８３

試験研究費 ２６，６９８

管理諸費 １，２８５

借入償還金 ４，０９６

一般管理費 ７，４７５

研究管理費 ９０６

管理諸費 ６，５６９

人件費 ２１，６８９

計 ７７，６６３
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［人件費の見積り］

期間中総額１７，８８８百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職

者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

［運営費交付金算定のルール］

１．平成１３年度については、積み上げ方式とする。

２．平成１４年度以降については、次の算定ルールを用いる。

運営費交付金＝（業務経費＋一般管理費）×α×β＋人件費

－諸収入±γ

α：消費者物価指数

β：効率化係数

γ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費

人件費＝基本給等＋退職手当＋休職者・派遣者給与＋公務災害補償費

＋児童手当拠出金＋共済組合負担金

基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（1＋給与改定率）

（注）１．運営費交付金額には、中期目標の期間中の常勤職員数の効率化減員分を反

映させる。

２．消費者物価指数及び給与改定率については、運営状況等を勘案した伸び率

とする。ただし、運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されな

い。

［注記］前提条件

１．期間中の効率化係数を年９９％と推定

２．給与改定率及び消費者物価指数についての伸び率を、ともに０％と推定
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２ 収支計画

平成１３年度～平成１７年度収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ７０，０７５

経常費用 ７０，０７５

人件費 ２１，６８９

業務経費 １０，４４７

受託経費 ２７，９８３

一般管理費 ７，４７５

減価償却費 ２，４８１

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 ７０，０７５

運営費交付金収益 ３９，５７２

諸収入 ３９

受託収入 ２７，９８３

資産見返負債戻入 １，５７６

資産見返物品受贈額戻入 ９０５

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

［注記］

１．収支計画は予算ベースで作成した。

２．当法人における退職手当については、役員退職手当支給基準及び国家公務員退

職手当法に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を

財源とするものと想定している。

３ 「受託収入」は、農林水産省及び他省庁の委託プロジェクト費を計上した。．
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３ 資金計画

平成１３年度～平成１７年度資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ７７，６６３

業務活動による支出 ６６，１８１

投資活動による支出 ７，３８６

財務活動による支出 ４，０９６

翌年度への繰越金 ０

資金収入 ７７，６６３

業務活動による収入 ６７，５９４

運営費交付金による収入 ３９，５７２

受託収入 ２７，９８３

その他の収入 ３９

投資活動による収入 ５，９７３

施設整備費補助金による収入 ５，９７３

その他の収入 ０

財務活動による収入 ４，０９６

無利子借入金による収入 ４，０９６

その他の収入 ０

［注記］

１．資金計画は予算ベースで作成した。

２ 「受託収入」は、農林水産省及び他省庁の委託プロジェクト費を計上した。．

３ 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を記載した。．

Ⅳ 短期借入金の限度額

中期目標の期間中の各年度の短期借入金は８億円を限度とする。

想定される理由：運営費交付金の受け入れの遅延

Ⅴ 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

計画なし。
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Ⅵ 剰余金の使途

ゲノム情報等を活用した遺伝子の単離と機能解明等に関する試験研究の充実・加速、

及びそのための研究用機器の更新・購入等に使用する。

Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画

業務の適切かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び既存の施設、設

備の老朽化等に伴う施設及び設備の整備・改修等を計画的に行う。

平成１３年度～平成１７年度施設、設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容 予定額 財 源

研究棟配水管改修 施設整備費補助金

〃短日施設（日長調節装置）改修

〃Ｂ地区埋設二重温水管改修

小 計 １，８７７ δ±

ゲノム解析センター新築 無利子借入金（平

成13年度）

〃生物機能開発研究拠点支援施設改修

小 計 ４，０９６

合 計 ５，９７３ δ±

（注）δ：各年度増減する施設、設備の整備等に要する経費

２ 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 ）。

１）人員計画

（１）方針

管理業務の効率化に伴う適切な職員の配置に努める。また、重点研究領域への職

員の重点配置等を行うことにより、研究業務の効率的、効果的な推進を行う。
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（２）人員に係る指標

期末の常勤職員数は期初を上回らないものとする。

（参考：移行職員相当数437名、期末の常勤職員数424名）

２）人材の確保

、 。① 職員の新規採用については 選考採用及び国家公務員採用試験の活用により行う

研究職員については任期付任用の拡大を図る。また、中期目標達成に必要な人材を

確保するため、ポストドクター等の派遣制度を活用する。

② 広く人材を求めるため、研究を行う職については公募の導入を図る。


