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（18.3.31 現在）１．組織図

理事
理事
監事

監事

研究企画官
研究企画科
研究管理科
研究交流科
遺伝子組換え研究推進室
技術移転科 専門職（特許管理）
 審査係
企画調整課 連絡調整係
 企画推進係
情報広報課 課長補佐（情報）
 課長補佐（広報）
 専門職（司書）
 情報管理係
 普及企画係
 広報推進係
業務第１科
業務第２科
業務第３科

＜基盤研究部門＞

上席研究官
植物ゲノム研究チーム
家畜ゲノム研究チーム
昆虫ゲノム研究チーム
ゲノム情報研究チーム
ＤＮＡバンク

次長
財務監査官
庶務課 課長補佐（庶務）
 課長補佐（職員管理）
 総務係
 庶務第１係
 庶務第２係
 庶務第３係
 人事係
 職員係
 厚生係
会計課 課長補佐
 予算係
 会計係
 支出係
 監査係
管理課 課長補佐
 専門職（施設）
 用度係
 契約第１係
 契約第２係
 施設第１係
 施設第２係
大宮総務分室 庶務係
 会計係
松本総務分室 庶務係
 会計係
岡谷総務分室 庶務係
小淵沢総務分室 庶務係

独立行政法人

農業生物資源研究所

評価委員�(８名)

役��� 員
一 般 職 員
技術専門職員
研 究 職 員
合 計

５名
８７名
４２名

２７３名
４０７名

理事長

(非常勤)

企画調整部

研究企画調整官

総務部

基盤研究推進官

ゲノム研究グループ
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上席研究官
遺伝子多様性研究チーム
生物分類研究チーム
集団動態研究チーム
生殖質保全研究チーム
多様性評価研究チーム
限界機能研究チーム
資源情報研究チーム

上席研究官
植物資源研究チーム
微生物資源研究チーム
動物資源研究チーム
遺伝資源管理課 専門職（遺伝資源貯蔵）
 専門職（遺伝資源管理）
 遺伝資源管理係
 業務係
 出納係

上席研究官
発生機構研究チーム
分化機構研究チーム
発生制御研究チーム
発生工学研究チーム
成長制御研究チーム
生殖再生研究チーム

上席研究官
分子免疫研究チーム
先天性免疫研究チーム
疾患モデル動物研究チーム

上席研究官
生活史制御研究チーム
代謝調節研究チーム
昆虫神経生理研究チーム
昆虫行動制御物質研究チーム
動物遺伝子機能研究チーム
動物細胞機能研究チーム
動物脳神経機能研究チーム
神経内分泌研究チーム

上席研究官
昆虫・植物間相互作用研究チーム
天敵昆虫研究チーム
昆虫共生媒介機構研究チーム
昆虫病理研究チーム
昆虫遺伝研究チーム
昆虫分子進化研究チーム

上席研究官
素材特性研究チーム
素材開発研究チーム
生体機能模倣研究チーム
昆虫産生物利用研究チーム

上席研究官
昆虫細胞工学研究チーム
遺伝子工学研究チーム
増殖システム研究チーム
生活資源開発研究チーム
�専門職（特性調査）
新蚕糸技術研究チーム
�専門職（育種素材調査）

遺伝資源研究グループ

ジーンバンク

発生分化研究グループ

生体防御研究グループ

生体機能研究グループ

昆虫適応遺伝研究グループ

昆虫新素材開発研究グループ

昆虫生産工学研究グループ

＜昆虫・動物生命科学研究部門＞
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＜植物生命科学研究部門＞

遺伝子機能研究チーム
応用遺伝研究チーム
遺伝子修飾研究チーム
遺伝子発現研究チーム
遺伝子応答研究チーム

蛋白機能研究チーム
超分子機能研究チーム
糖鎖機能研究チーム
生体膜機能研究チーム

上席研究官
光合成研究チーム
物質代謝研究チーム
形態発生研究チーム
環境ストレス研究チーム
耐病性研究チーム
窒素固定研究チーム

遺伝子設計研究チーム
遺伝子操作研究チーム
植物細胞工学研究チーム
新作物素材開発研究チーム
新機能開発研究チーム

突然変異遺伝子研究チーム
放射線利用研究チーム
新形質開発研究チーム

分子遺伝研究グループ

生体高分子研究グループ

生理機能研究グループ

新生物資源創出研究グループ

放射線育種場

２．所在地一覧

所　在　地 住　　　　　　所 電話番号 備　　　考
つくば（本　部） 〒305-8602 茨城県つくば市観音台2－1－2 029-838-7406 庶務チーム
　〃　（農環研地区） 〒305-8602 茨城県つくば市観音台3－1－3 029-838-8362 庶務チーム
　〃　（大わし地区） 〒305-8634 茨城県つくば市大わし1－2 029-838-6026 庶務チーム
　〃　（池の台地区） 〒305-8602 茨城県つくば市池の台2 029-838-8599 庶務チーム
常 陸 大 宮 〒319-2293 茨城県常陸大宮市上村田2425 0295-52-1138 放射線育種場
松　　　本 〒390-0812 長野県松本市県1－10－1 0263-32-0549 新蚕糸技術研究チーム
岡　　　谷 〒394-0021 長野県岡谷市郷田1－4－8 0266-22-3664 生活資源開発研究チーム
北　　　杜 〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町6585 0551-36-2046 昆虫遺伝研究チーム

常陸大宮

北杜





研
究
の
実
施
状
況

0
0
7

研究の実施状況





研
究
の
実
施
状
況

0
0
9

平成17年度計画



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

0
1
0

Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

1　研究業務の効率化

（１）評価・点検の実施

①外部専門家・有識者よりなる評価助言会議を開催

し、研究成果、業務運営の効率化等について評価・

点検を実施する。

②研究の進捗状況の検討及び研究成果の評価を行う

ため、課題評価検討会、（全グループ長によるピア

レビュー）を実施する。

③研究職員の業績評価を実施するとともに、その結

果を研究資源の配分等に反映させる。

（２）研究の重点化

①研究の重点化及び効率的推進のために発足させた

QTLゲノム育種、遺伝子組換え技術開発・情報発信、

昆虫遺伝子機能解析を目的としたそれぞれの研究セ

ンターの機能を充実し、研究を推進する。

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への積極的な

応募を支援、奨励し、研究資源の充実を図る。

（２）「研究活性化経費」等を活用し、中期目標の達成

に向けて研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

（３）施設・機械の特性について広く周知し、さらな

る共同利用を進める。

（４）施設利用の抜本的な見直しに基づいた施設の再

配分を進める。

3　研究支援の効率化及び充実・高度化

（１）特許、品種登録等の知的財産権の取得・移転に

係る支援態勢を、引き続き強化する。

（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より効率化を図る。

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・生

物系特定産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関係独立行政法人、行政部局、都道府県等の参加

を求めて、農業生物資源研究推進戦略会議、植物バ

イテク研究会、蚕糸・昆虫機能全国連絡会等の諸会

議を開催し、相互の連携・協力の推進に資する。

⑥NIAS/COE『昆虫機能利用』国際シンポジウム

を開催する。

5　管理事務業務の効率化

前年度に引き続き事務の簡素化と迅速化を進める

とともに、管理事務費の軽減に努める。また、事務

処理の一層の効率化を図る。

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。

（４）NIAS研究奨励賞、NIAS創意工夫賞を活用して

業務の活性化をはかる。
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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にとるべき措置

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）イネのゲノム構成およびイネゲノムのDNA塩

基配列の解析

中期計画：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。

①イネ染色体構造の解析（A111）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：最終年度においては、遺伝子単離、比較

ゲノム等の研究に役立てるため、イネ全塩基配列を

支える整列化されたPAC/BAC/fosmid クローンを整

理し、集中化して保存、管理する。

②イネゲノム配列高精度解析技術の開発（A112）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：イネゲノムの染色体レベルでの塩基配列

約370Mbがまもなく公開予定である。これらの配

列はを構成する個々のBAC/PACクローン配列も含

めて集中管理し、必要に応じて点検するため、最終

年度にはこれらのクローン及び配列管理を行う。ま

た全イネゲノム配列をイネ科作物のGold standardと

して情報科学的、機能科学的に活用するため、17

年度は得られた配列を比較ゲノム研究に活かす為の

技術開発を行う。

（２）イネ完全長cDNAクローン収集とデータベース

の構築

中期計画：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。

①イネ完全長cDNAクローンフェイズ1（32K）

クローンの解析とデータベース化（A121）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：32,127クローンのtranscriptome研究（alternative, 

transsplicng, antisense）を進め、データベースとして

公開する。一方、これらのクローンを基にしたア

ノーテーション作業も開始されるのでその結果を

KOMEサイトにも反映させる。

②イネ完全長cDNAクローンフェイズ2　端読み

クローンの解析とデータベース化（A122）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：17年度は完全長プロジェクトで確保さ

れたクローンの端読み配列を基にしたオリゴ配列を

印刷したイネオリゴアレイのアップデイトを行い、

その評価試験を進め製品化につなげる。また、端読

みクローンの中から完全長読みすべきクローンを選

抜し、全長配列を決定する。

（３）ブタおよびカイコ等の遺伝地図と物理地図の作

成

中期計画：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。

①ブタの高密度遺伝地図、物理地図の作成（A131）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：ブタ完全長cDNAライブラリーから抽

出した代表cDNAクローン2,000個についてその完

全解読を行う。解読を行ったcDNAクローンのアノ

テーションを行う。遺伝子中のSNPの検出を引き続

き行い、ブタ各品種内での分布、染色体上へのマッ

ピングを行う。

② カ イ コ の 高 密 度 遺 伝 地 図、 物 理 地 図 の 作 成

（A132）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：日中のWGSデータのアセンブル・アノー
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テーションを実施し、高精度カイコドラフトシーケ

ンスを作成する。SNP解析をさらに進めてより多く

のSNPマーカーをマップし、BACコンティグのマッ

ピングを達成する。WGSドラフトシーケンス情報

などを用いてギャップを埋め、セントロメアを除

く大部分のゲノムをカバーする物理地図作成を行う

（>90%到達予定）。1cMの高密度遺伝地図の課題に

ついては1,000個のマーカーをマップする。

（４）ゲノム機能予測技術の開発

中期計画：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。

①コード領域予測技術の開発（A141）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：予測方法の完成に向けては偽陽性になる

トランスソポゾンが課題であり、統計的方法などに

よって除外する。また、予測のために最低限必要な

既知配列情報量なども明らかにする。遺伝子予測を

効率的に行うためにはPCのグリッド化がかなり有

効であることが明らかになったので、比較的安価な

PCサーバーを用いたグリッドを構築し、GLocate以

外にも遺伝子同定に必要な様々なプログラムを動作

させる環境を整備する。

（５）イネゲノム統合データベース基盤の開発

中期計画：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。

①イネゲノムデータベースINEの改良（A151）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：これまで開発してきたオントロジー関連

のツールをユーザが利用しやすいように統合し、公

開する。また、既存のイネデータベースと関連があ

る箇所についてはリンクを張ることで情報を連結で

きるようにする。

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

中期計画：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。

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

（A211）

担当：分子遺伝研究グループ／生体高分子研究グ

ループ／ジーンバンク

研究計画：単離に取り組んでいる遺伝子Dn1, Ur2, 

Hd15, Ine1, qSW-5, qSH-1, Sdr1, Sdr4, qCT-7,および

qFLT-6について、高精度連鎖解析もしくは形質転換

による相補性検定により遺伝子を同定する。出穂期

関連遺伝子の発現ネットワークの解明を進める。い

もち病圃場抵抗性関連遺伝子pi21の相補性検定を継

続し、機能を証明するとともにその発現特異性を明

らかにする。

（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

中期計画：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。

①イネミュータントパネルを利用した遺伝子機能解

析システムの開発と利用（A221）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：引き続き、遺伝子破壊系統の破壊領域の

塩基配列解析と、破壊領域のゲノム上へのマッピン

グを進める。また、データ量の増大に対応するため、

データベースのデータ構造の見直しを進める。これ

までに単離された耐病性に関与する転写因子、プロ

テインキナーゼの機能解析を進める。DNAメチル

化によってサイレンシングをうけているトランスポ

ゾンの単離、解析を進める。

（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

中期計画：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。

①比較遺伝地図情報等を活用したブタの椎骨数や

肉質等生産形質関連遺伝子座の同定と遺伝子の単離

（A231）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：第1染色体上の椎骨数QTLについては、

機能の違いを伴う変異を確認した候補遺伝子につい

て、体節形成期胚での発現解析を行う。第7染色体

上の椎骨数QTL領域に開発したDNAマーカーと商

用品種種雄豚のQTLとの関連性解析によりファイ
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ンマッピングを行う。

②カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離（A232）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：引き続き染色体歩行とBF1の解析を行い、

nsd-2遺伝子座乗候補領域を絞り込み、以下のNid-1

と同様に進める。約420kbの領域に絞り込まれた

Nid-1については、その領域にあるBACクローンの

ショットガンシークエンス解析を行ない、検索に

より候補となった遺伝子について、RNA、1st strand 

cDNAを調製した7つの品種、系統間で転写産物を

比較し、抵抗性、感受性間での差を特定する。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

中期計画：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。

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：平成17年度は日韓共同研究は最終年度

を迎えるが、さらにアレイを用いた共同研究を進め

る予定。またIRRIとの共同研究はGCPにおいて大

きく発展し、アレイによる遺伝子発現データベース

の構築、作物間で使用可能なユニバーサルアレイの

構築に取り組む。

（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

中期計画：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。

①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究（A251）

担当：生理機能研究グループ／遺伝資源研究グルー

プ

研究計画：発現抑制体を作製して、タバコにおける

CaM等の機能解析を進め、病傷害応答に関与する

MAPキナーゼ経路が如何に調節されているかを解

明する。また、前年度 に作製したBTH誘導性転写

因子過剰発現およびRNAi形質転換体の病害関連形

質をより詳細に記述する。試験管内ウイルスゲノム

複製系を用いてRNA複製を昂進あるいは抑制する

因子およびRNAサイレンシングに関わる因子の候

補を見いだす。

②葉等の形態形成機構の解析（A252）

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究

グループ

研究計画：BL応答性遺伝子をイネで過剰発現しBL

シグナル伝達に関与しているかどうか調べる。短

粒変異体（Sg1）について、原因遺伝子を同定す

る。イネ三染色体変異体については本年度の結果を

Real-time PCRで確認する。

③生殖過程に関与する遺伝子群の解析（A253）　

担当：新生物資源創出研究グループ／放射線育種場

研究計画：ナタネ温度感受性細胞質雄性不稔系統を

材料に、16年度に作成したミトコンドリアマクロ

アレイを利用して、ミトコンドリアゲノム座乗遺伝

子の転写パターンの温度環境に対する応答を明らか

にし、雄性器官形成に関わるミトコンドリアの遺伝

子の機能解析を試みる。

（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

中期計画：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。

①ジーンサイレンシングに関与する遺伝子とシグナ

ルの解析（A261）

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究

グループ

研究計画：外被タンパク質遺伝子導入タバコはT2

世代での遺伝子発現と抵抗性との関連を調査する。

ウリ科は自殖種子を得て導入遺伝子の確認とウイル

ス抵抗性の調査を行う。2種のOsMOM1RNAi系統

を交配してdouble knockout系統を作成し、サイレン

シングと内在性遺伝子発現への影響を調査する。

②メチル化部位のゲノムマッピング（A262）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：イネ（日本晴）においてメチル化サイト

を100以上マップし、RLGS法によるイネゲノムメ

チレーション解析が効率的に行うことができること

を示す。本法によって、イネの正逆交配のF1家系

を用いてゲノムメチレーションサイトの違いを解析

し、ゲノムインプリンティング遺伝子の探索に応用

可能なことを示す。

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

中期計画：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。

①プロテオーム解析技術による植物ホルモンやスト

レス情報伝達機構の解析（A311）

担当：分子遺伝研究グループ／新生物資源創出研究

グループ

研究計画：ジベレリン・ブラシノステロイド情報

伝達に関与する遺伝子・タンパク質群について、形

質転換イネ利用によりストレス耐性機構とのクロス

トークを解析すると同時に、抗体チップ作成により

遺伝子タンパク質ネットワークを解析する。このこ

とにより、組織・時期特異的な茎葉伸長等を制御で

きるので、理想的な草型を持つイネを作出する。

（２）タンパク質の立体構造および機能発現機構の解

明

中期計画： 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。

①酵素・機能性タンパク質など生物学的に重要なタ

ンパク質のＸ線解析法による立体構造の解明と蛋白

工学的手法による機能の解析（A321）

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：α -ガラクトシダーゼ、イヌリン分解酵

素等のX線立体構造を決定し、酵素活性発現等の構

造機能相関を解明する。ミミズ由来レクチン、放線

菌由来キチン結合タンパク質等の構造を決定し、リ

ガンド結合様式を解明する。

②イネ構造ゲノム解明に向けての発現、精製、立体

構造解析に関する研究（A322）

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：立体構造形成や機能発現機構の解明を目

的としてタンパク質相互作用を調べるために、これ

までに確立したプラスチックカラムを利用した非変

性二次元電気泳動法をさらに改良し、これを応用し

て、イネおよびそれ以外の材料から得たタンパク質

について分析を行う。

③NMRを用いた光合成電子伝達系タンパク質複合

体等の分子認識・機能発現機構の解明（Ａ323）

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：Ala12-Glu12などモデルペプチドのへリッ

クス－コイル転移を定量的に解析し、構造転移を

利用した分子デバイスの設計につなげる。膜結合ペ

プチドについて大量発現系の構築に取り組む。固体

NMRに供するタンパク質のサンプリング条件につ

いて検討を行う。Mrcp-20kの構造計算を本年度中

に完了し、植物の光形態形成に関わるタンパク質か

ら新たなターゲットを選定し解析する。

（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

中期計画： 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。

①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（A331）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：生体内物質の三次元構造データベース

（3DMET）のプロトタイプをwebを通じて公開する。

併せて公開システムの開発、データの改良を継続す

る。

（４）糖質性エリシターとその認識機構および情報伝

達機構の解明

中期計画：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。

①糖質性エリシターとその認識機構および情報伝達

機構の解明（A341）

担当：生体高分子研究グループ／新生物資源創出研

究グループ

研究計画：キチンオリゴ糖エリシターの受容体と

して機能するタンパク質のシグナル伝達機構を解明

するためにそれと相互作用するタンパク質を探索す

る。エリシター処理初期に発現するCIGR1/2によっ

て制御される防御関連遺伝子を同定する。同じく初

期遺伝子であるEL5と相互作用するタンパク質を根

やカルス等で探索し、エリシターシグナル伝達機構

の解明に資する。

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

中期計画：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
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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。

①光合成機能発現制御因子の作用機作の解析と相互

作用タンパク質の同定（A411）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：イネの光シグナル伝達系構成成分と相互

作用可能なタンパク質を網羅的に単離し、相互作用

プロファイルを完成させ、光シグナル伝達系の概要

を解明する。光化学系 IIの構築に関与するCtpA（D1

タンパク質前駆体切断酵素）に関して、コンピュー

ター・シミュレーションにより推定された基質認識

機構を分子生物学的手法で検証し、酵素反応機構の

解明に資するデータを得る。

（２）物質固定・代謝および転流・蓄積に関与する遺

伝子群の解析とその制御機構の解明

中期計画：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。

①植物の物質代謝に関与する遺伝子群の解析と制御

機構の解明（A421）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：プロテオーム解析を進め疑似C4光合成

駆動の可能性が示唆された穎花と稈の光合成様式を

検討するとともに、新奇PEPCの発現様式と酵素特

性を調べ、C3植物であるイネのもつC4光合成関連

酵素遺伝子の機能を明らかにする。また、キャベツ

（C3型）を種子親、Moricandia arvensis（C3-C4中間型）

を花粉親とした逆交雑植物を解析し、C3-C4中間光

合成形質の遺伝機構の全体像を明らかにする。

②光合成産物の転流に関与する遺伝子群の単離とそ

の機能解析（A422）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：OSK遺伝子のRNAiを登熟初期の未熟種

子で誘導し、OSKの機能を解析する。炭水化物の

転流ひいては収量に関与するQTL（gw6）の染色体

領域の矮小化を図る。

（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

中期計画：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。

①植物の形態形成を制御する転写因子の機能解析

（A431）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：pMADS3のエピジェネティックな発現制

御においてシグナル分子として働くと推測される

small RNAを特定する。また、pMADS3発現制御領

域におけるDNAメチル化とpMADS3の発現および

その遺伝様式との関連を明らかにする。アラビドプ

シスのジンクフィンガー遺伝子AtSPL5の発現様式

を解析し、機能との関連を解明する。

（４）原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解

析

中期計画：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。

①原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析

（A441）

担当：生体高分子研究グループ

研究計画：原形質膜を介するオーキシン情報伝達機

構の解析（生体高分子研究グループ）原形質膜オー

キシン受容体の構成タンパク質を明らかにし、オー

キシンの情報伝達機構の解析を進める。

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

中期計画：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
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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。

①マウスをモデル系としたES細胞等の増殖および

分化制御要因の解析（A511）

担当：発生分化研究グループ

研究計画：siRNA等を利用し、ES細胞の分化制御

におけるPpet遺伝子の機能解析を中心に実施すると

ともに、胚発生における生理機能をキメラや核移植

系を利用して明らかにしていく。最終的には、ES

細胞の分化制御に関連した遺伝子を見いだし、その

機能を明らかにしていく。

②IGF-1レセプター遺伝子等の転写制御やシグナ

ル伝達に関わる生理・形態形成関連遺伝子の発現様

式の解析（A512）

担当：発生分化研究グループ

研究計画：ニワトリの品種識別やトレーサビリティ

をより確実に行うため、SNPsの検索範囲をニワト

リミトコンドリアDNA全体に拡張し、SNPsタイピ

ングにより分類できるミトコンドリアDNAの種類

を増やす。一方、ニワトリ個体への外来遺伝子導入

に関しては、引き続き胚盤葉細胞や始原生殖細胞の

染色体へ外来遺伝子を組み込む方法の開発を行う。

また、すでに作出されたキメラニワトリについては、

生殖巣における外来遺伝子の存在を調べる。

③ブタ等の培養細胞の遺伝子改変技術の確立と形質

転換個体作出法の開発（A513）

担当：発生分化研究グループ

研究計画：異種移植において、ブタ臓器表面に存在

する糖鎖を改変することは重要であるので、糖鎖の

切断酵素を発現させる形質転換豚の作出を試みる。

④ウシ胎盤細胞の分化増殖および再構築要因の解析

（A514）

担当：発生分化研究グループ

研究計画：16年度に報告したPRP-VIIのタンパク質

構造と機能について検討し、その生理的意義を解明

する。BMPsについては、組み換えタンパク質を大

量に生産して抗体を作成する。これまで検討してき

たサイトカインや胎盤特異タンパク質に加えて、新

規に発見したPRP等の分子が胎盤細胞の増殖・分化

に果たす役割を総合的に解析する。

（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

中期計画：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。

①脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明

（A521）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：動物細胞の培養担体に組織切片あるいは

ゲル薄膜を利用して、細胞の機能特性の解析と成長

に関与する因子の探索を行う。再生肝組織より作製

した組織切片担体上でマウスES細胞を培養してア

ルブミン発現細胞に分化誘導できたので、その誘導

に関与する因子の探索を行うと共に組織切片を利用

した培養モデルの有用性をまとめる。また、ゲル薄

膜上で培養した初代肝細胞の機能特性の解析から、

毒性評価に有用な培養モデルを提案する。

②発育、成熟等に関与する因子の探索および同定

（A522）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：「ウシインプリンティング遺伝子」に関

し、牛クローンにおけるエピジェネティック発現異

常と形質との相関を明らかにする。「脂質代謝」に

関しては、脂肪酸生合成・代謝酵素遺伝子の発現調

節に関与する因子について解析を進める。「抗病性」

については、ニワトリの抗腫瘍、マイコプラズマ抗

原非感受性の領域を明らかにする。「ブタCYP」、「コ

レステロール生合成」については、16年度に得ら

れた成果を補強するための実験を追加する。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構およ

び繁殖中枢調節機構の解明

中期計画：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。
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①ウシ、ブタの脳定位固定装置の開発および大脳

辺縁系・視床下部による生体機能調節機構の解析

（A531）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ウシ、ブタを用いて、レプチンなどの成

長ホルモン分泌調節に関わると考えられる物質と脳

内情報伝達物質との関係、ストレス反応系で生じる

グルココルチコイドの性腺機能を中心とする繁殖機

能調節機構における役割、匂い刺激によって引き起

こされる海馬の神経情報の入出力変化を解析する。

②反芻動物の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌

調節に関わる神経伝達物質および末梢性因子解明

（A532）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：繁殖機能制御中枢の活動を抑制する低栄

養シグナルとしてのケトン体の役割をさらに明確に

するため、末梢で作られたケトン体を脳内へ能動的

に取り込む機構の詳細を解明する。さらに、反芻動

物のエネルギー基質として重要な役割を果たしてい

る揮発性脂肪酸や、栄養状態によって変動するレプ

チンやグレリンなどの生理活性物質について、繁殖

機能の制御に影響をおよぼす低栄養シグナル物質と

して機能しているかどうかを解析する。

（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

中期計画： 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。

①ヒメミミズ等の発生分化およびカイコの生殖系列

形成体等に関わる主要遺伝子の単離と遺伝子機能解

析系の構築（A541）

担当：発生分化研究グループ

研究計画：ヒメミミズ等の発生分化およびカイコ

の生殖系列形成体等に関わる主要遺伝子の単離と

遺伝子機能解析系の構築（発生分化研究グループ）

これまでに、ヤマトヒメミミズ、カブラハバチ、カ

イコ、線虫等から単離してきた、生殖・発生・再生

等に関わる遺伝子について、in situ hybridization、免

疫染色、RT-PCR等による発現パターン解析を行い、

それぞれの現象に関わる主要な遺伝子を選別する。

また、RNA干渉等の遺伝子ノックアウト法を用い

て、主要遺伝子の機能解析を行う。

②カイコの脱皮・変態時にホルモン活性物質により

発現が誘導される主要遺伝子・タンパク質の単離と

その機能解明（A542）

担当：発生分化研究グループ／生体高分子研究グ

ループ

研究計画：膜上の IGR結合タンパク質の修飾を調べ

る。ゲノム情報で得た神経ペプチドについて、受容

体単離、機能・分布解析、その生理機能証明のため、

ペプチド濃度Broad-complexの発現、機能解析を行

う。カイコゲノムに対してタンパク質同定を行い、

データベース作製を進める。表皮細胞の IGR処理に

よる細胞数及び倍数化の変化を解析する。

（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および多

様性の解析

中期計画：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。

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析

（A551）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫生産工学研

究グループ

研究計画：間性突然変異の解析では、4倍体両性生

殖系統を作製し、カイコの性染色体構成と性決定機

構を再調査する。また、Isx-2における欠失領域の

相同性検索等を行い、間性関連遺伝子を探索する。

新規突然変異の解析ではホメオティック突然変異遺

伝子のうち、EMu、ENc、ECw、Ncの配列順序を決

定する。長期保存では、卵巣移植、人工授精法の改

良と共に、長期貯蔵性の指標探索のため、品種別に

卵内糖アルコール含量の測定を行う。

②フィブロイン遺伝子、カルボキシエステラーゼ遺

伝子等に着目した昆虫生理機能関連遺伝子の単離と

分子進化学的解析（A552）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：カイコ尿酸代謝遺伝子oaおよびodの原

因遺伝子のクローニングを目指すと共に、og遺伝

子のDNA多様度を推定し、他の遺伝子と比較検討

する。同遺伝子由来のトランスポゾンOrgandyの転

移機構の検証を進める。脱皮ホルモン受容体の特異

機能発現については、EcRアイソフォーム特異的領

域と相互作用する因子の単離を免疫沈降法や遺伝学

的方法などを用いて進める。
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（６）昆虫の触角葉等における匂い情報の伝達・処理

機構およ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

中期計画：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。

①昆虫の触角葉およびキノコ体における匂い情報の

伝達・処理機構の解明（A561）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：匂いの質（種類）、量（濃度）の情報が

触角葉の神経細胞によってどの様に表現（コード）

されるのかを解析する。キノコ体において匂いの情

報がどの様に表現されるのかを解析する。上記の解

析を統合し、匂いの識別に関わる神経機構を解明す

る。

②カイコ等の味覚応答の解明と感覚子特異的分子等

に着目した味覚受容伝達系の解明（A562）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ニクバエのCLEM36、SpABCタンパク

質の機能解析を進め、味覚との関連などを明らかに

する。カイコの化学感覚受容に関わる遺伝子の単離

を行い、電気生理的手法により味覚の情報変換に関

わるチャネル等を調べる。アゲハ類の産卵行動にお

ける味覚の関与を調べ、味覚細胞の電気生理的解析

を行う。新規光学分割剤の分離・分析特性を、各種

のラセミ体信号物質を用いてさらに解明する。

（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

中期計画：バッタ類の相変異に伴う体色制御機構、

甲虫類等の休眠や温度耐性等の制御機構をペプチド

ホルモン、幼若ホルモン等の生理機能に着目して解

明するとともに、カイコ等の絹糸昆虫に特異的なア

ミノ酸合成、ステロール代謝、糖代謝に関わる酵素

系の特性解明と発現解析を行う。

①ペプチド等化学物質の生理的役割に着目したバッ

タ等の体色制御機構および甲虫等の休眠・繁殖・耐

寒性等の解明（A571）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ネムリユスリカではクリプトビオシスの

誘導に関わる遺伝子群の特定を行う。アフリカサバ

クバッタでは世代に渡って変化する形態的特性を孤

独相と群生相で再現し、その様相を明らかにする。

中国のトノサマバッタでは、高緯度低緯度から採集

した個体群における休眠誘導に関して光周期と温度

の影響を調べる。卵吸収に関与するタンパク質分解

酵素の単離精製を行う。チャバネアオカメムシの卵

吸収に伴う形態的変化についてさらに詳細に解明す

る。

②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（A572）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：ケルセチンのプロリン抱合体の生合成経

路を推定し、緑繭と白繭の比較を行いつつ、本化合

物の生成に関わる酵素反応の測定系の確立を図り、

生合成経路を明らかにする。

　カイコとエリサンの各組織におけるステロール含

量の5齢幼虫期における推移について解析し、5齢

幼虫における各組織のステロールの蓄積の状況を2

種で比較する。

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

中期計画：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。

① 塩・乾燥ストレスに応答する遺伝子群の単離と

その機能解析（A611）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：Na+輸送を担うOsNHX1とOsNHX4遺伝

子の発現について、プロモーター解析等により塩や

高浸透圧ストレスに対する組織特異的な応答を明ら

かにする。クロライドチャンネル遺伝子（OsCLC1

とOsCLC2）の破壊系統イネの微細構造を日本晴と

の間で比較解析するとともに、破壊系統イネのみに

見られる表現型が遺伝子の破壊に起因することを確

認し、両遺伝子の機能の解明を目指す。ストレス応

答性転写因子ZAT6の野生型および改変型遺伝子を

薬剤誘導的に発現するシステムを用い、前年度見出

したZAT6の下流遺伝子候補の中からZAT6の直接

の標的遺伝子を同定することによって、ストレス応

答におけるZAT6の機能解明を図る。
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②環境ストレスに対する植物固有の応答機構の解析

（A612）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：AOS1遺伝子に変異を持つcpm1突然変

異体をマイクロアレイで解析して、ジャスモン酸

によって発現が制御されている遺伝子を同定する。

さらにそれらの発現制御に対する光の関与を調べ、

フィトクロムシグナルとジャスモン酸との関係を明

らかにする。また、hebiba突然変異のマップベース

クローニングを進め、原因遺伝子の同定に取り組む。

（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

中期計画： 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。

①イネにおける光情報伝達経路の解析（A621）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：phyABC3重突然変異体で顕著に発現の

増加や減少が認められる遺伝子の中から、転写因

子（scarecrow-like）や植物ホルモンの合成系の酵素

（ACO, P450）等、形態形成に関与している可能性

のある遺伝子に着目し、これらの遺伝子の発現様式

や発現部位を詳しく解析するとともに、形態変化と

の関連性を解析する。

（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

中期計画： 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。

①抵抗性遺伝子による病原体認識をはじめとする

植物の自他認識・防御機構等の分子遺伝学的解析

（A631）

担当：生理機能研究グループ／遺伝資源研究グルー

プ

研究計画：ゲノム変動のリアルタイム検出システ

ムの完成に向け、変異検出プローブ導入個体数の大

幅増により、ゲノム領域による変動率の分析を系統

的に行う。抵抗性遺伝子機能を利用した分子認識遺

伝子選択法の開発に向け、実際のターゲットを用い

てシステムの調整を行う。病原体認識シグナル伝達

系の解明に向けてイネのミュータントパネルから劣

性抵抗性変異体をスクリーニングする。圃場抵抗性

を含め新規イネいもち病抵抗性遺伝子の単離も試み

る。オオムギの小穂非脱落化遺伝子はイネとオオム

ギの同祖性による高密度地図を作成し、皮裸性遺伝

子は候補遺伝子を明らかにして新法による相補実験

を試みる。2次細胞壁合成関連遺伝子の機能分析を

行う。

（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

中期計画： 根粒の器官形成に関与する遺伝子、及び

根粒特異的な遺伝子発現に関わる転写調節因子を対

象として、ミヤコグサを用いた形質転換実験等によ

りこれらの機能と発現調節機構を解明する。また、

これらの根粒に特異的な遺伝子の発現等を指標と

して、根粒菌の根粒誘導シグナル物質（Nodファク

ター）に対する植物の応答を解析し、Nodファクター

の受容から根粒形成の開始に至るシグナル伝達機構

の解明に取組む。

①共生特異的な植物遺伝子の網羅的単離と機能解析

（A641）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：ENOD40ノックダウン系統について、根

粒の形態形成に及ぼす影響など、さらに詳細な表現

形質の解析を行い、ENOD40遺伝子の根粒形成にお

ける機能を明確にする。生化学的・分子生物学的手

法を駆使してIGN1の機能解析を進め、この遺伝子

が共生後期の宿主植物と共生菌の相互認識に深く関

わる新規遺伝子であるとの仮説を検証する。

（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

中期計画：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。 

①ミヤコグサにおける共生関連遺伝子群のクローニ

ングと機能解析（A651）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：Ljsym71/86の機能解析を続行し、Caス

パイクを中心とした初期のシグナル伝達系の基本構

造を明らかにする。Sym71の下流に位置すると想定
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されるSym70、72について、遺伝子単離を成し遂げ

る。Fix-変異については、DNAクローンの得られた

2系統について遺伝子単離を達成するとともに、他

のfix-系統についても表現型解析と並行してファイ

ンマッピングを進める。

（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

中期計画：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。

①効率的な超微量分析法の開発に着目したアリ類や

捕食性カメムシ等の行動解発因の解明（A661）

担当：生体機能研究グループ

研究計画：カメムシ類については、活性成分のさら

なる解明と活性評価を行って、より効果的な誘引剤

開発を行う。アリ類については，巣仲間認識攪乱物

質の成分解明を発展させる。ゴマダラカミキリにつ

いては、誘引活性成分の分離と化学構造の解明に挑

戦し、誘引剤開発の端緒をひらく。その他、キオビ

エダシャクなど鱗翅目昆虫の摂食や配偶行動解発に

関わる因子の解明を引き続き試みる。

②植食昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確立

と検索（A662）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ツマグロヨコバイ唾液に含まれる主要酵

素の１つであるラッカーゼの機能を知るため、イネ

に存在する成分に対する酸化活性を調べる。ツマグ

ロヨコバイ抵抗性遺伝子の単離を目指してファイン

マッピングを行う。また、クワの乳液に含まれる高

分子性耐虫成分を調べる。

（７）トビイロウンカ共生微生物等の系統解析および

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

中期計画：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cDNA

ライブラリーの作成と約5千クローンの塩基配列の

解読を行う。また、食材性昆虫とその共生微生物の

セルラーゼ遺伝子のクローニングと解読、チャバネ

アオカメムシ腸管ウイルスの外被タンパク質の翻訳

に関わるRNAの高次構造の解析、昆虫と植物を循

環伝搬する細菌等微生物の探索、新機能解明及びそ

れら微生物の昆虫腸内での定着・増殖に関わる昆虫

の遺伝子の探索・同定等により、共生微生物及び共

生に関わる遺伝子の機能を解明する。

①トビイロウンカ共生微生物等の系統解析および共

生関連遺伝子の解析（Ａ６７１）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：カイコオリゴアレイを用いて、遺伝子

ネットワークの研究を、ウンカオリゴアレイを用

いてウンカの翅型発現解析を行う。ヌカカの種特

異的な遺伝子配列を明らかにする。昆虫ゲノム情

報やオリゴアレイなどを用い、JH関連遺伝子など

を明らかにする。改変シロアリセルラーゼの基礎特

性・応用特性の解明をすすめる。IRESを使用して，

真核生物の実用的な再構成翻訳系の作製を試みる。

Enterobacter cloacaeのカイコ腸管定着因子の解明を

進める。

（８）昆虫病原微生物およ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および植物－

微生物－昆虫の相互作用の解明

中期計画：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。

①昆虫ポックスウイルス等の病原微生物およびその

産生物質の機能と感染要因の解明（A681）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ／昆虫生産工学研

究グループ

研究計画：昆虫ポックスウイルスのスピンドルが囲

食膜を崩壊させるメカニズムの詳細について解析す

る。カイコのBt菌Cry1Ac型毒素抵抗性の遺伝様式

等を究明する。カイコのB.brongniartii抵抗性と血球

細胞の捕食能などとの関連について調査する。微胞

子虫の胞子の性状と利用法について検討する。クワ

暗斑病菌の一種Myrothecium verrucariaが産生する各

生理活性物質の生物毒性を調査する。

（９）免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単

離と機能解明およ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

中期計画：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
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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。

①正常および遺伝子改変マウスを用いた免疫機能の

解析、および細胞系を用いた免疫関連遺伝子の機能

解析（A691）

担当：生体防御研究グループ

研究計画：ミクログリア持続感染系を用いてプリオ

ン感染マーカー候補を探す。ウシ細胞株を用いたプ

リオン感染系を作出する。ミクログリアのシグナル

伝達におけるWASP分子の役割を解明する。N21抗

体を用いてウシ血液系前駆細胞の解析を行う。

（10）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変

および機能、発現機構の解明

中期計画：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。

①カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変お

よび機能、発現機構の解明（A6101）

担当：生体防御研究グループ

研究計画：カイコ抗菌性ペプチド遺伝子の活性化に

関与する転写因子（BmRel, BmRelish）の役割を詳

細に解析する。カイコ体液からBmNPVの増殖を阻

止する新規抗ウイルスタンパク質を精製し、その性

質を調べる。昆虫由来の種々の改変ペプチドの病原

微生物に対する高い治療効果の条件を追求する。

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新
生物資源の開発

（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

中期計画：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。

①C4光合成機能の利用による植物の光合成機能の

改良の試み（B111）

担当：生理機能研究グループ

研究計画：光合成特性、代謝特性等、4種類のC4光

合成酵素を併せ持つ形質転換イネ・ホモ系統の生理

学的解析を行い、イネへの疑似C4光合成回路付与

に取り組む。

②植物の草型制御技術の開発（B112）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：研究所内の試験ほ場において、GA2酸

化酵素およびブラシノライド受容体の変異遺伝子を

導入した「どんとこい」を栽培し、主に草型と収量

に関して特性調査を行う。特許回避と社会的受容の

ために、薬剤耐性マーカーに代えてALSを選抜マー

カーに用いてGA2酸化酵素を導入した形質転換イ

ネの特性調査と世代促進を行う。

（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性個体、ス

トレス耐性個体の作出

中期計画：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。

①病害抵抗性関連遺伝子の探索（B121）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：PRO10-ssChiC系統のT1自殖幼苗を用い

ていもち病抵抗性を検定する。また、PRO10によ

る接種後の遺伝子発現様式を詳細に解析し、特に、

ChiC発現の経時変化といもち病抵抗性発現の有無

について考察する。以上により、ChiC遺伝子のイ

ネにおける蓄積部位といもち病抵抗性付与効果、お

よび、PRO10の病害抵抗性分子育種における有用性

を明らかにする。2）RCC2遺伝子を導入したT1個

体については、引き続き導入遺伝子の存在・発現解

析と抵抗性検定を継続し、オオムギうどんこ病に対

して抵抗性を示す個体を育成する。出穂した段階で

切り穂検定を利用して赤かび病抵抗性についても検

定する。3）RCG3遺伝子を導入したT1個体を育成

して遺伝子の存在・発現解析を行うとともにオオム

ギうどんこ病に対する抵抗性を検定する。

（３）遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の

作出

中期計画：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
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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。

①遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作

出（B131）

担当：新生物資源創出研究グループ／遺伝資源研究

グループ

研究計画：高グリシニン集積米のラットへの給餌実

験により、開発した形質転換米の血清コレステロー

ル値低下作用能の有無を調べる。7Crp集積米につ

いては食品安全性試験や材料確保のための隔離圃場

での栽培試験を行う。GLP-1ペプチド集積米につい

ては再度試験を行って、有効性を確かめる。トラン

スポーター遺伝子を導入したイネでの鉄蓄積能につ

いて調査する。CoQ10イネについては、種子特異的

プロモーターを用い、種子におけるCoQ10の局在

と蓄積を行う。

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

中期計画：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。

①DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開

発（B211）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：日本型品種間の雑種後代で出穂期の遺

伝解析を行う。ササニシキとハバタキのCSSLを利

用した穂の形態形質に関与するQTLのマッピング

とそのササニシキへの導入を行う。コヒシカリ・

Nona BokraのCSSLは、最終候補個体を選抜し、系

統群を完成させる。日本晴・コシヒカリのCSSLsに

ついては、BC3F1個体を栽培し、候補個体を選抜す

る。他のCSSLについては、戻し交雑を進める。

（２）ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

中期計画：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。

①ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

（B221）

担当：ゲノム研究グループ

研究計画：2つの家系を用いて肉色QTLをファイン

マッピングし、育種に利用できるDNAマーカーを

開発する。DNAマーカー選抜試験では十分な頭数

のF3個体から得た形質を調査して、選抜効率を評

価する。DNAマーカーアシスト導入試験について

も継続して行う。

（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

中期計画：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。

①カイコ耐病性関連DNAマーカーの開発（B231）

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：16年度に極めて強いＢＴ毒素抵抗性を

示す系統が3、これとは異なると思われる抵抗性を

示す系統が1、見い出されたことから、17年度はこ

れらの系統の抵抗性の遺伝解析を行う。また、沢J

系統が持つ食性異常の遺伝子の解析については、引

き続き遺伝子座位の決定とマーカーの開発を進め

る。さらに、新たなEST cDNAクローンの開発を進

め、それらの連関検索とマッピングの充実を図る。

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

中期計画：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、各種放射線によ

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。

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応およ

び変異率の比較（B311）

担当：放射線育種場

研究計画：イネ種子を照射材料として100MeVヘリ

ウムイオンの変異誘発効果を明らかにする。またシ

ソのガンマ線およびイオンビームの効果について明

らかにする。さらにこれまで解明された作物につい

て総括する。

②効率的な突然変異誘発技術の開発（B312）

担当：放射線育種場

研究計画：キクの線量率の影響について，総線量
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30Gyでの詳細な調査、および総線量15Gyおよび

60Gyでも解析を進める。また普通ソバのこれまで

得られた高抗酸化能の系統について選抜を進める。

それらの系統のポリフェノール組成を明らかにす

る。さらにこれまで確立した変異誘発技術について

検証する。

③誘発突然変異と形質転換を利用した育種・機能解

析素材作出法の開発（B313）

担当：放射線育種場

研究計画：ガンマ線およびイオンビーム照射した果

樹について自家和合性等の変異体の選抜を行いその

効果を解析する。チャでは照射方式、目的器官に適

した放射線照射条件を明らかとする。クワの形態突

然変異体の特性を解明し、ガンマ線による復帰突然

変異体の誘導、キメラ様式の解明を行う。また、チャ

におけるカテキン等の機能性成分について選抜技術

の効率化を行うとともに、成分変異の評価を行う。

果樹、クワの成分変異体の選抜、その特性評価に取

り組む。　　　　

（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

中期計画：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。

①木本性作物の耐病性突然変異体の誘発・選抜技術

の開発と素材作出（B321）

担当：放射線育種場

研究計画：ナシ・リンゴの耐病性変異の選抜を行う

とともに、これまでに得た耐病性変異系統の素材化

を進める。ナシ黒斑病耐性品種・系統等から不定芽

を誘導し、そのキメラ性の確認および解消を試みる。

またこれまで遺伝性の検討がされていないナシ・リ

ンゴの耐病性変異体品種・系統について、耐病性の

遺伝について明らかにする。チャ炭疽病抵抗性につ

いて少量サンプルの検定を含めた検定法の体系化を

行い、抵抗性変異体としての有望素材の最終選抜を

行う。　　　

　　　　　　

（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

中期計画：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。

①イネ突然変異体利用による遺伝子単離と機能解析

（B331）

担当：放射線育種場

研究計画：研究計画：NYC1タンパク質の機能に関

するさらに詳細な解析を行うとともにNYC3遺伝子

の単離・発現解析を試みる。さらに新規老化関連突

然変異体の単離を試みる。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開

発および単離（B332）

担当：放射線育種場／分子遺伝研究グループ

研究計画：イネ種子蛋白質およびアミロース等の突

然変異系統の育種素材化を図り、育種機関に提供す

る。日本晴にγ線およびイオンビーム照射した突然

変異M2種子を70,000系統整備する。

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

中期計画：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。

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（C111）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：導入遺伝子産物の種類と目的に応じて、

蓄積させる細胞内オルガネラを選択する技術の改善

を目指す。改変オボキニン（RPLKPW）のイネ種子

への蓄積をより高めるため、高発現系統間で交配を

行い、高度集積を図る。IgE結合性を消失させたダ

ニアレルゲンDerf2、主要なエピトープを含むDep1

ドメインやマウスエピトープペプチド蓄積米をマウ

スに経口投与し、ダニアレルギーに対する免疫寛容

能の有無について調査する。

（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

中期計画：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
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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。

①遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構

築（C121）

担当：昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺伝研

究グループ／昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：異なるベクター（前駆体型と活性型）を

有する２種のウイルス株を同時に用いた経口感染法

の有効性が経皮接種に比べて低いことが問題点とし

て残されたため、経口接種に適した同ウイルスの感

染方法（改良法）について検討する。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化

（C122）

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：引き続き交雑及び育苗を実施するが、桑

萎縮病の抵抗性付与をねらった組合せに重点化す

る。個体選抜及び系統選抜については、従来どおり

継続して実施する。系統選抜試験で良好な成績を示

した「本98－02」については、平成18年度より群

馬県で系統適応性検定試験に供試するための育苗を

行う。本課題の当初の目標である人工飼料への添加

をねらった桑系統は、多数素材化されているので、

今後桑品種改良指定試験事業などの中で育成を進め

る。

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

中期計画：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。

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（C211）

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：改質石英ガラス表面へ固定化したリポ

ソームの刺激応答性を確認する。認識糖鎖を導入し

たラクトース修飾絹フィブロインの繊維芽細胞培養

基材としての適性を示す。シリコンチャンバ等に形

成した脂質二重膜の刺激応答性をMOSFETで検出

する。リポフェクション法で用いる試薬の調製法や

導入時期等の最適化を検討し、導入効率の向上を行

う。

（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

中期計画：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。

①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（C221）

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：引き続きマイクロ電極の試作、改良、計

測を行い、これまで以上にSN比がよく筋電位の計

測可能なマイクロ電極および、計測システムの開発

を行う。

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

中期計画：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。

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の

確立（C311）

担当：昆虫適応遺伝研究グループ

研究計画：ヒメハナカメムシ類の地域系統間の関

係解析用マーカーとして、核および mtDNAにおけ

る１塩基置換による多型的DNA部位を多数検出し、

また、それらの簡便検出法を開発する。行動特性の

異なるカブリダニ系統を用いた室内分散実験を行う

と共に、カブリダニ誘引活性の高い揮発性化学成分

の探索・同定を行う。より多くのケナガカブリダニ

のマイクロサテライト遺伝子マーカーを作製し、遺

伝的多様性の程度を明らかにする。また、ヒメハナ

カメムシ類の地域個体群間の変異をマイクロサテラ

イトマーカーにより明らかにする。
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（２）環境負荷物質の低減および環境修復のための組

換え植物の作出

中期計画：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。

①環境負荷物質の低減および環境修復のための組換

え植物の作出（C321）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：特定網室での形質転換イネの残留農薬低

減量を評価する試験を行い、実際の環境に近い栽培

条件下でも、この形質転換体が有効であることを明

らかにする。

４）新素材およ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

開発および飼育技術の開発

中期計画：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。

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育

成および飼育技術の開発（C411）

担当：昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺伝研

究グループ

研究計画：極細繊度品種やセリシン蚕、着色繭など

繭糸質に特徴ある蚕品種とその飼育法を確立し、生

産物の特性解明および利用法開発を行なう。また、

桑生産予測モデルの構築や収量等の品種比較、蚕の

細菌抵抗性と抗菌活性の関係解明、繊度・広食性の

制御染色体同定、遺伝資源登録系統のカタログ化を

完結させる。

（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

中期計画：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。

①キチン、フィブロイン等を用いた精密化学製品等

機能性素材の開発（C421）

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：1.細孔を付与したミクロスフェアの薬物

徐放性を調べ、細孔を有しないミクロスフェアと併

せて、カイコキチンから作出したミクロスフェアの

徐放担体としての有用性を評価する。2.超臨界二酸

化炭素を用いてカブトムシ幼虫クチクラから脂質を

分離し、組成を明らかにする。カイコクチクラ由来

脂質と比較して、昆虫由来脂質の特性を明確にする。

3.家蚕及び野蚕の絹フィブロイン膜が酵素による生

分解過程で生ずる、絹タンパク質の理化学特性変化

と構造変化の全容を解明する。

（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

中期計画：  絹タンパク質であるフィブロイン、セ

リシン等昆虫やクモに特異的なタンパク質につい

て、成分の単離、回収法を検討するとともに、その

高次構造、化学的特性等を解明し、材料特性と機能

発現との関係を検討して新素材設計の知見を得る。

また、創傷被覆材、化粧品等医療素材、生活素材へ

の利用技術を開発する。

①絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の解

明と創傷被覆材等への利用技術の開発（C431）

担当：昆虫新素材開発研究グループ

研究計画：ゲノムデータベースから得られた塩基

配列情報をもとに、セリシンAの全一次構造をRT-

PCR法により解明する。また、主要な2種セリシン

であるセリシンMとセリシンAのフィルム及びゲ

ル物性の比較を行う。液状絹の構造を、圧力、温

度による相転移から解析する。リン脂質膜の電子顕

微鏡観察を実施し、後部絹糸腺由来フィブロインが

リン脂質膜を貫通することを平面膜法により立証す

る。クモ糸分子構造に関して、遺伝子解析で得られ

たアミノ酸配列の情報と分光学的知見を合わせ、分

子モデルの構築を行うとともに、繊維蛋白質の力学

的特性と構造情報の相関を確立し、昆虫由来繊維蛋

白質の素材化プロセスの最適化を行う。固体ＮＭＲ

手法、Ｘ線回析手法あるいは熱的手法によりスポン

ジ微細構造の解析を進めるとともに、素材利用に必

要な物性との相関を明らかにする。

（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材

の作出およ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

中期計画：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
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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。

①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（C442）

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：核磁気共鳴法によるセリシンの精密構

造解析を行うとともに、新規な機能性を有する改変

セリシン素材を作出する。古代の甲冑などに用いら

れている絹糸の特性解明を行い、修復のために現有

する蚕品種の中から最適な品種の選抜を行う。シル

クを高温で焼成したシルクカーボンの特性評価と用

途開発を行う。スラリー液中金属成分のシルクへの

定着技術を開発する。1台の繰糸機で多様な糸を繰

製できるフレキシブル繰糸機を開発する。人工皮膚

用基材として高強度繭糸による１粒繭糸織布を作成

し、その特性評価を行う。以上の開発によりシルク

の機能性利用と加工技術による生活用素材の開発研

究を完成させる。

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および植物

病原微生物の多様性解析

中期計画：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。 

①オルガネラ遺伝子情報等に基づく植物の多様性の

解析（D111）

担当：遺伝資源研究グループ／新生物資源創出研究

グループ

研究計画：イネ科の属内における遺伝的多様性につ

いては、イネ属における種子タンパク質遺伝子の多

様性について解析を行う。また、染色体構造から、

栽培イネの多様性とその祖先イネとの相関を解析す

る。サトウキビ属については、葉緑体ゲノムの多様

性に基づき、系統解析を行う。イネ科の属間におけ

る比較ゲノム解析については、染色体歩行によって

得たBACの塩基配列を決定し、遺伝子予測をもと

にオオムギ条性遺伝子の候補領域を限定する。

②植物病原微生物のゲノム構造における病原性関連

遺伝子群の解析（D112）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：病原性誘導条件下における遺伝子発現プ

ロファイルについて、さらにDNAアレイによる網

羅的な解析と病原性発現に関わるセンサー遺伝子

の同定を進める。それによって、イネ白葉枯病菌

のhrp遺伝子群の発現に関わる主要な遺伝子を同定

し、hrp遺伝子群制御系の概要を明らかにする。ま

た、ゲノム情報と遺伝子発現情報を関連づけたデー

タベースの構築に着手する。

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解

析（D113）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：糸状菌ではこれまで再分類を行った菌種

について、菌種同定用のDNA塩基配列データセッ

トを構築すると共に、迅速な分類・同定のための種

特異PCRプライマーを設計し、実用性を明らかに

する。Xanthomonas属細菌では従来のデータにhrp

病原性遺伝子群の解析結果を加えて、同定用のデー

タセットを構築する。

（２）野生植物等の集団動態解析法の開発および動物

遺伝資源の特性維持、保全手法の効率化

中期計画：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。

①野生種を対象とした集団動態解析手法の開発

（D121）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：インゲンマメ等他のマメ科作物のEST－

SSRマーカーを連鎖地図に集積し、アズキゲノム全

体に分布する分子マーカーの作成を完了する。また、

国内に野生種集団が広く分布し、組換え遺伝子の拡

散リスク評価で栽培種から野生種への遺伝子拡散の

実態把握が必要とされているダイズについて、遺伝

子拡散が検出可能で、かつダイズゲノムを幅広くモ
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ニターできるようなマイクロサテライトマーカーを

作成する。

②遺伝資源情報を利用した特性評価法と遺伝資源集

団の多様性維持理論の構築（D122）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：血縁情報やQTL情報を含む様々な遺伝

情報を利用することにより、動物遺伝資源としての

特性を維持しながら繁殖能力を改良するための多様

性の維持・保全に関する理論的な検討を行い、小集

団における種畜の効率的な選抜手法を確立する。ま

た、マイクロアレイ複製データの解析法について実

用性の検証を行う。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能および重複遺

伝子等の機能の多様性解析

中期計画：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。

①植物の限界環境適応機構に関わる分子機能の多様

性解析（D132）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：ブロムグラス等の耐寒性誘導過程の発

現解析から単離した遺伝子のうち、低温誘導性キチ

ナーゼ等の耐寒性における機能や発現制御を明らか

にする。これらの遺伝子を導入したイネの形質評価

を進める。凍結制御に関わる氷核活性物質などにつ

いてさらに物質的特徴を明らかにし、特許を取得す

る。オオムギの分離集団を用い、日長感応性等、出

穂に関わる遺伝子の領域を特定する。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

中期計画：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。

①微生物の生物間相互作用に関わる遺伝子の解析

（D141）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネいもち病菌の各種変異株を用いて、

宿主感染時に働く遺伝子制御系関連遺伝子の同定を

進める。また、付着器形成時の遺伝子発現パターン

に対する薬剤添加の影響をマイクロアレイを用いて

明らかにする。イネ抵抗性遺伝子Pb1の座乗領域を

50kb程度まで絞り込み、その領域に関したイネ相

補性試験に着手する。また、出芽酵母に対する、各

種酵母キラータンパク質作用の多様性を明らかにし

利活用を図る。バイオ燃料電池試作リアクターにつ

いて実用化のための機能評価を実施する。

（５）家畜配偶子と胚（生殖質）の保存のための増殖

技術の開発および野生植物等の生息域内保存のため

の調査研究

中期計画：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。

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発（D151）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：研究計画：未成熟生殖細胞（原始卵胞卵

子および前精祖細胞）からの初期胚への発生率を向

上させるとともに、胚移植によって個体へと発生さ

せる。マイクロチャンバーを用いた胚発生系の胚発

生率を向上させる。FKBP6の野生型遺伝子をミュー

タントラットの精原細胞に導入する遺伝子治療を行

う。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析

（D152）

担当：遺伝資源研究グループ

研究計画：イネ属Cゲノム野生種については、広い

地理的範囲の系統に関して生態地理学的解析を行

い、アズキ亜属野生種については、新たにラオス

とミャンマーの遺伝資源のDNA多様性解析を行う。

イネ属、アズキ亜属ともに、これまでのDNA多様

性解析、現地調査情報を総合して生息域内保存のコ

ア集団を決定する。
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2）実験用動植物の開発

（１）ミュータントパネルの作出

中期計画：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。

①ミュータントパネルの作出と表現型データベース

の構築（D211）

担当：分子遺伝研究グループ

研究計画：16年度で表現型観察については、作成

したミュータントパネルの系統を一巡した。種子の

在庫が少なかった系統に関しては、観察より除外し

ていたので、増殖もかねて除外していた系統を圃場

に展開して、表現型一次データベースを完成させる。

（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

中期計画：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。

①免疫不全および炎症性疾患モデルマウスの効率的

作出技術の開発および解析（D221）

担当：生体防御研究グループ

研究計画：♀（♀DDD×♂SPRET/Ei）×♂DH-

Dh/+の交配を行い産仔より得た生存産仔の比率は

期待どおり、♀+/+：♀Dh/+：♂+/+：♂Dh/+ が2：2：2：

1となったので、♂Dh/+を利用し、Grdhq1座詳細マッ

ピングを完了させるとともに、Y遺伝子を明らかに

する。また、新規遺伝子改変技術により、ウイルス

感染抵抗性モデルマウスを10系統程度作出する。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

中期計画：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。

①形質転換ブタ作出のための個別技術の高度化と技

術体系の構築（D231）

担当：生体防御研究グループ／発生分化研究グルー

プ

研究計画：豚中枢神経幹細胞を用いた核移植を引き

続き実施し、産子への発生能を明らかにする。また、

作製されたcDNAを用いたマイクロアレイにより、

時期別の卵丘細胞における遺伝子発現を網羅的に調

べると共に、個別の遺伝子に関して詳細な解析を行

う。

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

中期計画：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。

①新規のプロモーターおよび発現ベクターの開発

（D311）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：イネ完全長cDNA過剰発現トランスジェ

ニックイネの作出、表現型解析、導入遺伝子解析等

を継続し、データベースや種子ストックの充実を図

る。各系統の表現型から育種上有用と期待される遺

伝子について詳細な解析を行い、遺伝子機能を解明

する。酵母と緑色植物で特徴的に相同性が高い遺伝

子をイネ完全長cDNAから検索し、酵母系で機能を

解析する。有用なものは  イネに再導入してさらに

機能を調べる。幼穂特異的発現の見られた遺伝子に

ついて、、in situ hybridization 等により発現を詳細に

解析すると共に、プロモーター領域を単離しGUS

遺伝子等につなげイネに導入する。

（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

中期計画：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。

①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（D321）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：γ線抵抗性植物体における相同組換え頻

度について解析を行うと共に、変異体において転写

レベルで変化のみられる遺伝子をマイクロアレイに

よって解析する。アクチベーションタギングにより、
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Rad51遺伝子の発現が変化した植物体を選抜する。

Rad51パラログやBrca2のノックアウト植物体にお

ける体細胞分裂と減数分裂を観察すると共に、非相

同組換えの遺伝子欠損株との2重変異体を作り解析

する。

（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

中期計画：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。

①コムギおよびダイズの形質転換技術の開発および

改良（D331）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：16年度に得られた亜硝酸還元酵素遺伝

子に着目し、この遺伝子を導入し、強制発現するこ

とでコシヒカリの培養特性が変化し、再分化能が向

上することを確認する。減圧+超音波処理法の特許

性に関する調査に基づいて、追加の実験を行い特許

出願 (優先件主張)をする。培養系を用いた組換え

ムギ類の作出について、選抜マーカー遺伝子等を根

本的に見直し、安定的な組換え体作出方の確立を目

指す。ダイズ高感染性アグロバクテリウムKAT23

株およびその感染性をなくしたSoy2株の感染特異

性を調べるとともに、Soy2株を用いたダイズへの

感染系と形質転換の実験系を作り上げる。

②直接遺伝子導入法の開発（D332）

担当：新生物資源創出研究グループ

研究計画：イネ吸水種子にアグロバクテリウムを介

して植物ホルモン合成酵素遺伝子を導入し、胚盤組

織から不定芽を誘導する実験系を構築する。マイク

ロインジェクション法、アグロバクテリウム法とも

に一過的発現を指標としてイネ花器官への導入条件

をより詳細に検討すると共に、抗生物質等により形

質転換植物を選抜する。コムギについては遺伝子導

入手法と選抜方法にさらなる改良を加え、実用化を

目指したシステムを開発する。

（４）トランスポゾンの改良等に着目した組換え体昆

虫等の作出技術およ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

中期計画：トランスポゾンによる組換え体昆虫の作

出において、トランスポゾンの転移活性の改良等に

より、組換え体作出効率を向上させるとともに、発

現能力の高いウイルスベクターを開発する。また、

初代培養法の改良等により、簡便で容易な昆虫細胞

株作出技術を開発し、作出された培養細胞の機能解

析を進める。微生物等の異物を認識して応答する培

養細胞を選抜して昆虫生体防御反応の実験系を開発

し、先天性免疫関連遺伝子の転写因子を解明する。

①トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現

系構築のための組換え昆虫および組換えウイルス作

出技術の開発（D341）

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：トランスポソンによる組換え昆虫の作出

を系として完成させ、効率の高いものとする。また、

導入遺伝子の発現手法についても改良を進め、有用

物質の生産に適したものを確立する。また脳神経系

で働く行動障害遺伝子に関しては、新たにRNAi変

異体作製や in vivo luciferase assayを導入し、新規行

動遺伝子の同定を図る。

②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（D342）

担当：昆虫生産工学研究グループ

研究計画：昆虫培養細胞株の極短期間作出法を検討

し、作出された細胞株及びカイコBmFABP遺伝子

の機能解析を進めその応用を開発する。細菌成分に

応答して抗菌ペプチド等を発現誘導する免疫応答性

細胞株について、カイコcDNAマイクロアレイを用

いて遺伝子発現パターンを解析し、細胞を用いたモ

デル系を明らかにする。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

中期計画：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。

①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発（D351）

担当：新生物資源創出研究グループ／生理機能研究

グループ

研究計画：アブラナ科作物における雄性不稔誘導の

制御を可能にする。タバコにおいて葉緑体形質転換

の効率化に関する要因を明らかにし、イネへの適切

な遺伝子導入条件を決定する。部位特異的組換えに

よりマーカーを除くために、カルスに一過的に組換

え酵素遺伝子を発現させる方法を検討する。多重遺

伝子導入方法の構築：イネ由来S627I変異型ALS遺

伝子を導入した組換えイネに、付与する薬剤抵抗性

の異なるイネ由来P171H/R172S変異型ALS遺伝子

を導入してスルホニルウレアタイプのALS阻害型

除草剤で選抜する。
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（６）安全性評価手法の開発

中期計画：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。

①組換え体の環境に対する安全性評価手法の高度化

（D361）

担当：新生物資源創出研究グループ／発生分化研究

グループ／昆虫生産工学研究グループ／昆虫適応遺

伝研究グループ

研究計画：アブラナ科植物の種間雑種の生育や結莢

率等を調査することで、雑種の環境適応度に関する

知見を得る。組換えカイコとクワコとの交雑を行い、

雑種後代での導入遺伝子の検出可能性を検証する。

4から5齢期の蚕糞中のDNAへの漏出を経時的に明

らかにする。また、カイコ死体由来DNAの土壌残

留について調査する。腸内微生物の分画方法を確立

し、導入遺伝子の移行について調べる。組換えカイ

コに接種、再分離した各病原微生物からDNAを抽

出してPCRを行い、導入遺伝子の検出を試みると

ともに、検出手法の問題点を摘出する。また、各病

原微生物毎に検出精度を高める手法を検討する。そ

して、カイコ組換え遺伝子の病原微生物への移行

評価手法マニュアル案を各病原微生物ごとに作製す

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

中期計画：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。

①遺伝資源の探索・収集と在来種、野生種の遺伝特

性の解析（E11）

担当：ジーンバンク

研究計画：引き続き国内外で探索収集を実施し、

ジーンバンクが保有する遺伝資源の充実を図る。探

索対象の地域と遺伝資源の種類は共同調査事業との

連携を図り重点化する。収集・受入点数は、植物2,500

点、微生物1,200株、動物25点を目標とする。ミャ

ンマーから導入したイネ遺伝資源200点等を隔離栽

培し無毒化する。DNA多型解析や形質調査により、

エゴマやハトムギ集団の遺伝的多様性を明らかに

し、希少遺伝資源の最適な多様性保全法に有用な情

報を得る。

②遺伝資源の特性評価・素材化とタンパク質・核酸

情報に基づく特性評価法の高度化（E12）　

担当：ジーンバンク／ゲノム研究グループ

研究計画：植物197,000点、微生物6,927点、動物

818点の特性調査を行うとともに、課題公募等によ

り新規特性の発掘、育種素材化および新特性評価法

の開発を行う。イネ・コアコレクションを用いたゲ

ノムワイドな連鎖不平衡の解析、植物病原細菌の糖

鎖構造の解析、アジア鶏品種の類縁関係の解析等に

より、分子情報に基づく遺伝資源の特性評価法を高

度化する。

（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化

中期計画：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。

①遺伝資源の長期保存・品質管理と増殖・保存技術

の改善（E21）

担当：ジーンバンク

研究計画：引き続きサブバンク等の協力により、植

物235,000点、微生物22,577株、動物943点を目標

に長期保存点数を増やすとともに、増殖等によりア

クティブコレクション点数を拡充する。植物では、

桑冬芽の超低温保存点数を増やし、イグサ多芽体の

凍結保存を開始する。課題公募による超低温保存の

基礎試験と実用化試験に新たに取り組む。微生物で

は、主にPythium属菌の超低温凍結法による長期保

存法の改善に取り組む。動物では、ニワトリ始原生

殖細胞やカイコ精液の凍結保存とその方法の改良を

試みる。

②遺伝資源の情報管理・提供システムの高度化と遺

伝資源情報の公開（E22）　

担当：ジーンバンク／遺伝資源研究グループ／ゲノ

ム研究グループ

研究計画：植物、微生物、動物の在庫管理システム

の開発と改善、統一的な特性データ管理のためのス

キーマの作成およびデータ管理システムの開発 (微
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生物、動物 )を行う。パスポートデータの精査 (植物 )、

データ検索プログラムの改善(微生物)、図鑑データ

の公開 (動物 )の部門別課題のほか、ホームページ

を改善し提供データを充実化させる。DNAバンク

では、引き続き最新データの収集と解析ツール・デー

タベースの整備を行う。ゲノムリソースセンターで

は効率的で高質な配布業務体制と研究支援体制の整

備に努める。

2　専門研究分野を活かした社会貢献

（１）分析、鑑定

中期計画：行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、

高度な専門的知識が必要とされ、他の機関では実施

が困難な分析、鑑定を実施する。

①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、鑑定を行う。母蛾検査についてはHPに掲載

する。

（２）講習、研修等の開催

中期計画：

①講習会、講演会等を積極的に開催するとと

もに、国や団体等が主催する講習会等に積極

的に協力する。

②他の独立行政法人、大学、国公立機関、民

間等の研修生を積極的に受け入れ、人材育成、

技術水準の向上、技術情報の移転を図る。ま

た、海外からの研修生を積極的に受け入れる。

③外部に対する技術相談窓口を設置し対応す

る。

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技術相談窓口を中心として外部からの相談に対応す

る。

（３）行政、国際機関、学会等への協力

中期計画：

①我が国を代表するバイオテクノロジーに関

わる研究機関として、行政、国際機関、学会

等 の委員会・会議等に職員を派遣するとと

もに、政府の行う科学技術に関する国際協力・

交流に協力する。また、行政等の要請に応じ

て、技術情報を適切に提供する。

②公立機関、民間等からの放射線照射依頼に

ついては積極的に対応する。

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

中期計画：

①研究成果は外部の評価により、直ちに利活

用できる (普及に移しうる )成果を中期目標

の期間内に10件以上選定する。

②行政、生産者等が利用可能な各種のマニュ

アル、データベース等を作成するとともに、

農林水産省研究ネットワーク等を活用して、

成果の普及、利活用の促進に努める。

③国際的な動向に対応して遺伝資源の配布手

続きを簡素化し、他の独立行政法人、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。

①農業生物資源研究推進戦略会議において決定した主

要研究成果の内から、直ちに利活用できる（普及に移

しうる）成果を選定する。また、15年度に選定した

成果のフォローアップを実施する。

②行政、生産者等が利用可能な各種のマニュアル、デー

タベース等を作成するとともに、農林水産省研究ネッ
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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財産権を確保しつつ、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

中期計画：

①研究成果は国内外の学会、シンポジウム

等で発表するとともに、中期目標の期間内に

1,740報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に

公表する。

②研究成果については、その内容をインター

ネットや「つくばリサーチギャラリー」や「展

示

室」の展示等を通じて公開に努めるとともに、

重要な成果に関しては、適宜マスコミに情報

を提供する。また、パブリックアクセプタン

スの確保に努める。

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、348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、組換え体

開発関連の研究及び情報発信を行う体制を強化し、パ

ブリックアクセプタンスの確保に努める。

③一般市民向けに研究所の成果を発表する講演会を開

催する。

（３）知的財産権等の取得と利活用の促進

中期計画：

①知的所有権の取得に努め、中期目標の期間

内に200件以上の国内特許等を出願する。ま

た、海外で利用される可能性、我が国の農林

水産業等への影響を配慮して、特許等の外国

出願を行う。

②育種研究成果については、積極的に種苗法

に基づく品種登録を行うとともに、海外で利

用される可能性、我が国の農林水産業等への

影響を配慮して、外国出願を行う。また、育

種研究成果の普及及び利用促進を図るため、

農林水産省の命名登録制度を活用し、中期目

標の期間内に５件以上の新品種及び中間母本

の登録申請を行う。

③補償金の充実等により、知的所有権取得の

インセンティブを与える。

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。

①知的財産権の取得に努め、40件以上の国内特許等

の出願を行うとともに、外国へも積極的に特許等の出

願を行う。

②育種の研究成果が得られた場合は、積極的に品種登

録を行う。

③補償金の充実等を研究職員へ周知させる等により、

知的財産権取得のインセンティブを与える

④取得した知的財産権に係る情報提供はインターネッ

ト等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、知的財産権の利活用を促進する。
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17年度予算額については、適切な業務運営に努め、

効率的に執行する。

Ⅲ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

平成17年度：予算
（単位：百万円）

区　　　　　分 金　額

　収入

前年度よりの繰越金 153

運営費交付金 7,629 

施設整備費補助金 104

施設整備資金貸付金償還時補助金 0

無利子借入金 0 

受託収入 3,929

諸収入 8 

計 11,823

　支出

業務経費 2,991 

施設整備費 104 

受託経費 3,929 

　試験研究費 3,664 

　管理諸費 265 

借入償還金 0 

一般管理費 495 

　研究管理費 174 

　管理諸費 321 

人件費 4,304 

計 11,823 

平成 17年度　収支計画
（単位：百万円）

区　　　　　分 金　額

　費用の部 11,697

経常費用 11,688

　人件費 4,304

　業務経費 2,705

　受託経費 3,520

　一般管理費 486

　減価償却費 673

財務費用 9

臨時損失 0

　収益の部 11,697

運営費交付金収益 7,496

諸収入 8

受託収入 3,929

資産見返負債交付金戻入 258

資産見返物品受贈額戻入 6

臨時利益 0

　純利益 0

目的積立金取崩額 0

総利益 0

平成 17年度　資金計画
（単位：百万円）

区　　　　　分 金　額

　資金支出 11,823 

業務活動による支出 10,921 

投資活動による支出 798 

財務活動による支出 104 

翌年度への繰越金 0 

　資金収入 11,823 

業務活動による収入 11,566 

　運営費交付金による収入 7,629 

　受託収入 3,929 

　その他の収入 8 

投資活動による収入 104 

　施設整備費補助金による収入 104 

　その他の収入 0 

財務活動による収入 0 

　無利子借入金による収入 0 

　その他の収入 0

前年度よりの繰越金 153 
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Ⅳ　その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画

1　施設および設備に関する計画

17年度の施設および設備に関する計画は、大わし

地区屋外排水設備を改修する。

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

中期計画：

　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。

①方針

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。管理

部門については、引き続き事務処理の効率的運営に

努める。

②平成 17年度の常勤職員数については 424名とす

る。

（２）人材の確保

中期計画： 期末の常勤職員数は期初を上回らないも

のとする。

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

公募を実施する。
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平成17年度の業務の実施状況
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Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

1　評価・点検の実施

中期計画：                        

①外部専門家・有識者等を活用し、毎年度の

報告に先立ち、自ら点検を行う。

②主要な研究については、研究の推進方策・

計画及び進捗状況の点検を行うとともに、外  

部専門家・有識者等の意見を聞いて成果の評

価を行い、その結果は研究資源の配分に反映

させるとともに公表する。

③評価項目、評価基準を定める等公正さを確

保しつつ、研究職員の業績評価を行い、その 

結果は処遇、研究資源の配分に反映させる。

①評価・点検に係わる諸会議の開催

自己点検に係わる諸会議を以下の通り開催した

（図１）。

・中期計画に対する課題ごとの進捗状況を点検する

ために、平成18年1月23日から27日まで、理事

長、理事及び全グループ長を評価者としたピア・

レビュー「課題評価検討会」を開催して小課題ご

との研究の進捗状況に基づく内部評価を行った。

あわせて、16年度設立の3研究センター（QTLゲ

ノム育種研究センター、昆虫遺伝子機能解析研究

センター、遺伝子組換え技術開発・情報センター）

の研究の現状及び成果等について報告を受けた。

・3月10日に「農業生物資源研究推進戦略会議」を

開催して、「課題評価検討会」の総括、主要研究

成果の選定、プロジェクト研究の推進状況の検討

を行うとともに、平成17年度の重要検討問題と

して「次期中期目標期間における研究戦略」につ

いて検討した。

・3月23日に「農業生物資源研究所評価助言会議」

を開催した。

　

課題評価検討会

自己点検の出発点として、小課題ごとに評価検討

（ピア・レビュー）を行った。理事長、理事、研究グルー

プ長等全員（14名）を評価者として、17年度の達

成状況をS, A, B, Cの4段階で評価した。小課題105

題の評価の内訳は、S：1（1%）, A：92（88%）, B：

12（11%）, C：0（0%）であった。17年度は第１期

中期計画の終了年にあたるために、13年度からの5

年間の評価も行った結果、S：11（10%）, A：84（80%）, 

B：10（10%）, C：0（0%）であった。内部評価に

おいては、研究の進捗状況や論文・特許等の業績に

対して、問題点を指摘し、とりわけ評価結果「B」

の小課題については、研究グループ長が適切な指導

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究所評価助言会議

業務実績報告書（案）、次年度計画（案）の作成

業務実績報告書

農林水産省・独立行政法人評価委員会

次年度計画

課題評価検討会

農林水産大臣

プロジェクト推進会議・評価委員会
蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会
植物バイテク研究会
遺伝資源研究会
ジーンバンク事業連絡協議会・評価委員会

図１　評価の体制図
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と支援を行うことにより、研究の活性化につながる

ようにした。

農業生物資源研究推進戦略会議

農業生物資源研究推進戦略会議においては、農業

生物資源研究所評価助言会議に向けて、課題評価検

討会での評価結果を確認・総括し、主要研究成果9

件を選定した（資料５「平成17年度の主要な研究成

果」）。

重要検討問題として「次期中期目標期間における

研究戦略」を取り上げ、所内外からの参加者による

検討を行った。この検討の中で、県などとの連携を

強化してほしい、農業生物資源研究所が次期で進め

ていく組換えイネは農家が作りたがるものではなく

植物工場向きのものではないか、遺伝子組換えカイ

コの大規模利用での安全性についての検討は十分か

等の要望や質問が出された。これらに対して、県な

どとの連携は重要と考えており積極的に進めていく

こと、まず植物工場で組換えイネの有効性をアピー

ルしていく方針であること、組換えカイコの大規模

利用については必要な段階になった時点で検討する

と回答した。

農業生物資源研究所評価助言会議

上記の内部評価結果を踏まえ、17年度の業務実

績に対して外部評価委員（表１）から評価、助言を

受けた。総合的な意見として、「中期計画の初期には、

それぞれの研究課題が全体に対してどのように位置

付けられているか、個別の成果は全体の中でどのよ

うに評価すべきかなど多くの点で混沌を感じた。最

終年度にあたる平成17年度で最も印象的なことは、

これらの研究所全体の整合性が非常に良く整理さ

れ、それぞれの研究課題の成果も良くわかるように

なった」、「目指すところの研究推進体制が可成り整

えられ、実際に研究成果に反映してきたと評価しま

す。これまでの研究成果を踏まえ、さらに研究が着

実に進展していると理解できます。特に注目したい

点は、しっかりとした基礎研究に裏打ちされた研究

が展開されている点にあります」などであった。こ

の評価結果は、ホームページで公開した。

これら評価結果の資源配分への反映は、研究グ

ループ内の予算配分を研究グループ長の裁量に委ね

ることにより、農林水産省独法評価委員会評価や内

部評価の結果が研究資源の有効配分に活かせるよう

にした。また、17年度業務実績報告書（案）、5年

間の実績をとりまとめた事業報告書（案）及び18

年度計画（案）について議論し、修正の上、それぞ

れを農林水産省・独立行政法人評価委員会、農林水

産大臣に提出することとした。

②研究職員及び研究グループ長等の業績評価

業績評価マニュアルにしたがって、4月26日から

6月16日までの期間に研究職員の16年度業績評価

を実施した。また、18年度からは新たな中期目標・

中期計画のもとで事業が推進されることになるため

に、平成17年度の業績評価についても年度内に実

施した。

16年度の研究実施職員の業績評価結果は、S

（20%）,A（28%）,B（32%）,C（20%）であった。

また、17年度については、S（22.3%）,A（25.2%）,B

（33.1%）,C（19.4%）であった。なお、評価の公平

性を期するため、業績評価の中で議論された事例に

ついて16年度までと同様に「研究業績評価マニュ

アル事例集」としてとりまとめ、今後の評価に資す

ることとした。評価の過程で把握された、研究の遅

れや成果が出ない等の研究推進上の問題点等につい

ては、研究グループ長等の適切な指導と、一般研究

費（運営費交付金）の適切な配分等によって、今後

の研究の活性化に資することとした。なお、研究職

員の業績評価結果及び評価の中で把握された研究職

員が抱える研究推進上の問題点等を踏まえ、適切な

指導・支援等を行うことにより、研究の活性化に活

表１　農業生物資源研究所評価助言会議委員名簿

氏　名 所　属 　専門分野

上田　　龍 国立遺伝学研究所系統生物研究センター教授 昆虫・動物

河野　友宏 東京農業大学教授 昆虫・動物

木口　憲爾 信州大学教授 昆虫・動物

武田　和義 岡山大学資源生物科学研究所長 植物

西村いく子 京都大学大学院教授 植物

平井　篤志 名城大学教授 植物

榊　　佳之 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター長 外部有識者

佐野　　浩 奈良先端科学技術大学院大学教授 外部有識者
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かすようにした。研究職員の育成という観点から研

究活動の面で優れた点を評価し、研究所の活性化を

図ることとした。

平成16年度の研究グループ長等に対する業績評

価を評価マニュアルにしたがって実施し、その評

価結果を平成17年度勤勉手当の成績率に反映させ

た。また、上記の理由から、研究グループ長等の平

成17年度業績評価を年度内に行った。その結果は、

18年度勤勉手当の成績率に反映させることとした。

2　研究資源の効率的利用

中期計画：                        

①中期目標達成に有効な競争的資金には積極

的に応募し、研究資源の充実を図る。

②研究資源の効率的・重点的な配分を行う。

③施設・機械の有効利用を図るため、共同利

用に努めるとともに、共用等が可能な機械に

ついては、その情報をインターネットを介し

て広く公開する等、有効かつ効率的利用に努

める。

植物・動物・昆虫のゲノム研究とその成果を活用

した生命現象の解析、有用生物機能の解明と利用技

術の開発を図るため、研究の重点化と、研究プロジェ

クトを軸とした研究資源（資金、人員、設備等）の

配分戦略の確立を目指した取り組みを行ってきた。

そのために16年度と同様に研究者のエフォートを

交付金、受託、科研費等に分けて評価単位（大課

題）ごとにとりまとめた（表10）。また、研究の重

点化を目途として16年度に設置した3研究センター

（QTLゲノム育種研究センター、遺伝子組換え技術

開発・情報センター、昆虫遺伝子機能解析研究セン

ター）に対しては、引き続き研究費の重点支援を行っ

た。

平成17年4月には「体制準備室」を設置し、平成

15年5月に設置した「将来構想委員会」で取りまと

めた研究の重点化をはじめとする長期的研究戦略構

想を受けて、平成18年度からの次期中期計画を作

成した。また、中期計画の検討と併せて、研究の重

点化案に沿った研究業務の重点化等に沿った組織・

運営体制の整備を行った。

①研究資源の充実

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、科学技術振興調整費等の競争的資金

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、グループ長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、文部科学省科学技術研究費補助

金については、84件の応募（15年度：36件、16年度：

表２　平成 17 年度競争的資金制度への応募と採択実績

所　管 　　　　制　度 応募数 採択数

文部科学省

科学技術研究費補助金　基盤研究

　　　　　　　　　　　萌芽研究

　　　　　　　　　　　若手研究

　　　　　　　　　　　特定領域研究

科学技術振興調整費　　重要問題解決型研究

　　　　　　　　　　　我が国の国際リーダーシップの確保

　　　　　　　　　　　科学技術連携施策群の効果的・効率的推進

43

8

27

6

2

2

1

12

3

5

2

1

1

1

農林水産省

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業

アグリバイオ実用化・産業化研究

7

2

1

4

0

1

生研センター
生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業

新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業

2

25

1

3

科学技術振興機構

戦略的創造研究推進事業

研究者情報発信活動メデル事業

バイオインフォマティクス推進事業研究開発

3

1

1

0

0

0

関東経済産業局 地域新生コンソーシアム研究開発事業 1 1

民間助成団体等 15 1

合　　　計　　　　　　 147 36
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ジーンバンク事業費�404(7.7%)

運営交付金特別研究�393(7.5%)

一般研究費�1,644(31.4%)

その他�171(3.3%)
競争的資金�898(17.1%)

農水省委託プロ�1,729(33.0%)

図２　平成 17 年度研究資金の内訳（単位：百万円、総額 5,239）

＊金額は外部機関への再委託額を除いたもの

73件）に対し22件が採択（15年度：7件、16年度：

19件）され、採択率は26%（15年度 :19%,16年度 :26%）

であった。17年度の科学研究費補助金の獲得研究

資金額は134百万円で、16年度より増加した（15年

度：23百万円 ,16年度：97百万円）。17年度に競争

的資金制度等の資金を獲得して実施したプロジェク

ト研究は36件、総額は898百万円であり、全研究資

金（一般研究費、運営交付金特別研究、ジーンバン

ク事業費、農水プロジェクト、競争的資金を合計し

たもの）に占める割合は17.1％であった（表２、図

２）。

②研究資金の配分

16年度と同様、一般研究費（運営費交付金）の

効率的かつ柔軟な配分を目的に、研究チーム等への

配分は研究グループ長等の裁量とした。

所共通経費の中の「研究活性化経費」は複数年

継続も可能とし、その審査はヒアリングを行った後

に審査委員会で採否を決定して、17年度は合計40

百万円（15年度は28百万円 ,16年度は46百万円）を

配分した。その内訳は、次期の重点化研究に沿った

課題に29百万円（8件）、シンポジウム等の支援と

して約1百万円（1件）、16年度に設置した3研究セ

ンター（QTLゲノム育種研究センター、遺伝子組換

え技術開発・情報センター、昆虫遺伝子機能解析研

究センター）の研究支援に10百万円であった。

16年度設置の3研究センターでは、研究の重点化

や研究者の集中化などによって17年度には以下の

ような成果をあげた。QTLゲノム育種研究センター

については、ゲノムシャッフリング育種法開発のた

めの材料養成を進め、遠縁交雑後代からの染色体置

換イネの作成過程での弱勢あるいは致死遺伝子の存

在を確認した。昆虫遺伝子機能解析研究センターで

は、カイコゲノム・EST情報をもとに幼若ホルモン

合成初期経路の全酵素遺伝子を明らかにするととも

に、各種神経ペプチド及びその多数の受容体遺伝子

を明らかにした。遺伝子組換え技術開発・情報セン

ターでは、遺伝子組換えに関する情報センターとし

て遺伝子組換え作物隔離圃場での植物栽培のPAを

進めるとともに、海外や国内における組換え体に関

する情報の収集と整理・提供を行った。

知的財産権の確保と成果の有効的利用を図るた

め、特許出願経費等に124百万円（15年度は111

百万円、16年度は131百万円）を重点配分した。

③施設・機械利用

実験室等の施設は研究所の最も基本的な研究資

源であり、プロジェクト終了までの時限的な使用ス

ペースを確保するなど施設の弾力的利用を図ってき

ているが、施設をより公平かつ効率的に利用するた

めに、施設利用の詳細な実態調査を行った後で、ス

ペース課金制度（施設の利用者に対して一定以上

の面積を使用する場合には面積に応じて課金する制

度）を導入した。徴収したスペース課金は、交付金

研究費として研究者に還元した。課金を行うことに

より、スペースの効率的利用に対する研究者の意識

が高まった。

組換え体温室、植物ゲノム機能解析棟などの施設

及び実験圃場については、運営委員会や圃場委員会

などを設置し、効果的かつ効率的な利用・運営に努

めた。研究所の共通経費から共用機器の維持費等の

経費を配分し適切な維持管理を図ることにより、効

率的な利用に努めた。

また、共同研究等を通じて、農業生物資源研究所

の各種施設や共用機器の利用機会を外部の研究者に

提供した。

16年度に設置した所独自の遺伝子組換え作物隔

離圃場において、情報公開を進めながら花粉症緩和

米等の試験栽培を行った。
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3　研究支援の効率化及び充実・高度化

中期計画：                        

①特許、品種登録等の知的所有権の取得・移

転に係る支援態勢を強化する。

②農林水産省研究ネットワーク等を活用し

て、研究情報収集・提供業務の効率化、充実・

強化を図る。

③施設、機械等の保守管理については、業務

の性格に応じて外部委託に努める。

①技術移転機能の強化

特許関連経費をより有効に利用するために、特許

申請、特に外国特許申請については職務発明審査会

での事前審査を引き続き強化するとともに、申請か

ら7年を過ぎた国内特許の維持については許諾実績

の評価に基づいて行った。また、技術移転科には3

名の研究職を配置し、特許等の知的財産権の取得・

移転に係る体制を整えているが、17年度にはさら

に再任用の研究員1名を配置して特許調査能力を強

化した。

②研究情報の収集、提供

日本薬学図書館協議会コンソーシアムへの参加な

どにより、購読雑誌のオンライン化を一層進めた。

その結果、新たに約850誌、これまでのものと合計

すると約1,200誌のマルチサイト利用が可能となっ

た。これにより、同じ予算規模で多数の論文誌を

利用できるようになることで予算の有効活用が図ら

れ、また、農業生物資源研究所の複数のキャンパス

間での利用が可能となった。

農業生物資源研究所発行誌の電子ジャーナル化を

引き続き進め、平成16年度研究成果情報、農業生物

資源研究所研究資料（第4,5号）、GammaFieldSymposia

（No.20～ 43）等、計29件（16年度は9件）を電子化

してホームページで公開した。

農業生物資源研究所のホームページ及び各部門担

当者が公開している種々のホームページを通じて研

究情報の発信に努めた（資料６「農業生物資源研究

所が公開している主なホームページ一覧」）。

農林水産省研究ネットワークを利用して、他の試

験研究機関との試験研究等に関する情報の交換を行

うとともに、ネートワーク上の文献情報データベー

ス等を利用して迅速に的確な情報の収集を行って

いる。また、収集した情報の周知については、メー

ルでの配信やホームページへの掲載により、最新の

研究情報が所内で広く利用されるように配慮してい

る。 

 

③施設、機械等の保守管理の外部委託

特殊な施設・設備や研究用等の機器の的確で安定

的な保守管理のため、次のような業務を、その性能

を維持するために必要な専門的な知識や技能を有す

る専門業者に外部委託を行った。

施設・設備保守管理業務：電気・機械設備運転保

守管理、中央監視設備点検管理、実験廃水処理施設

運転保守管理、放射線設備保守管理等

研究用等機械・器具保守管理業務：ゲノム情報解

析システム保守・運用管理、ジーンバンクデータ処

理用計算機システム運用管理、質量分析装置保守管

理、Ｘ線解析装置保守管理等

庁舎清掃、保安警備、廃棄物回収処理等の庁舎管

理に関わる業務については、競争入札の実施や見積

参加者のより広い公募により、競争性を取り入れた

契約を行った。

契約に当たっては、委託内容を精査するなど、契

約内容の見直しを行った。

表３　外部委託に係る保守・修繕費の内訳　（金額：百万円）

科　目 科目内内訳 研究業務費 受託研究業務費 一般管理費 合　計

保守・修繕費 277 415 337 1,029

機器保守費 150 370 19 539

修繕費 機器修理 23 9 1 33

施設修繕 21 34 16 71

施設維持費 83 2 301 386
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4　連携、協力の促進

（１） 他の独立行政法人との連携、協力

中期計画：                        

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。

他の独立行政法人との間で、17年度開始5件を含

む11件の研究協力を行った。独立行政法人農業・

生物系特定産業技術研究機構の融合研究「安全性

に配慮した実用的な病害抵抗性組換えイネ系統の開

発」及び「トリプトファン含量の高い飼料用イネの

開発」にそれぞれ1名、計2名、また、同研究機構

の動物衛生研究所プリオン病研究センターに2名の

研究員を併任として派遣した。

農林水産省、他の独立行政法人等との間で、17

年度は17名の転出（うち研究職4名）と18名の転

入（うち研究職4名）の人事異動を実施した。

ジーンバンク事業では、17年度には植物8件と微

生物2件及び動物1件の国内探索調査を実施し、植

物227点、微生物90株及び動物（ニワトリ精液）3

点の遺伝資源を収集した。また、関係独立行政法人

6機関参画の下、ジーンバンク事業連絡協議会を開

催し、17年度事業実績の検討と18年度計画の立案

を行い、18年度計画は外部委員からなるジーンバ

ンク事業評価委員会の評価を受け、決定された。

（２）産学官の連携、協力

中期計画：                        

①国公立機関、大学、民間、海外機関、国際機

関等との共同研究及び研究者の交流等を積極的

に推進する。

②研究を効率的に推進するため、行政との連携

を図る。

③科学技術協力に関する政府間協定等を活用

し、先進国等との共同研究を推進する。

④国の助成により公立機関等が実施する研究等

への協力を行う。

⑤毎年定期的に、関係独立行政法人、行政部局、

都道府県等の参加を求めて、研究推進のための

会議を開催し、相互の連携・協力のあり方等に

つき意見交換等を行う。

①イネゲノム研究等における連携、協力

平成16年度で完了した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）

によるイネゲノム全塩基配列とそれに基づいた様々

なイネゲノム構造の特徴などの解析結果をまとめた

論文は、ネーチャー誌2005年8月11日号に掲載さ

れた。

IRGSP参加国はさらに残された配列解読極困難部

分の解析に挑戦し、一部の物理地図上のギャップ

を解消しその配列を解読するとともに、一部の染

色体末端のテロメア配列の解読にも成功した。こ

れらの最新情報を加えたイネゲノム全塩基配列第4

版（pseudomoleculever.4）を農業生物資源研究所が

管理している国際コンソーシアムのホームページ

（http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/）から公開し、国内

外の多くの研究者に正確な地図情報と塩基配列を提

供し、イネ遺伝子機能研究をはじめとする多様な研

究分野の推進に供した。

IRGSPによるイネゲノム全塩基配列完成を受け、

農業生物資源研究所は産業技術総合研究所並びに国

立遺伝学研究所と共同で国際イネアノテーション計

画（RiceAnnotationProject、RAP）を組織し、国際

協調下でイネの情報基盤整備を主導的に実行してき

ている。平成16年度につくばにて開催したアノテー

ション会議の成果を取りまとめ、国立遺伝学研究所

と共同でRAP-DB（http://rapdb.lab.nig.ac.jp/）を構築

してイネ研究者共通の研究資源として公開するとと

もに論文発表を行った。このデータベース作成に当

たっては、事前に国際イネ遺伝子名の命名規則委員

会と綿密な打合わせを行い、世界中のイネ研究者の

認知の下に公開をしている。また、17年度は11月

にフィリピンの国際イネ研究所（IRRI）と共同で

第2回RAPマニラ会議を開催し、研究共同体として

のRAPの一層の国際化を推進し、2月にはつくばで

新規配列に対応したアノテーション会議を主催した

（図３）。この結果、イネゲノム全塩基配列第4版や

20万件に及ぶイネ新規完全長cDNAクローンの両端

読み配列を含むアノテーションを完成させた。これ

らの情報はデータ整理が完了次第、順次RAP-DBか

ら公表していく予定である。

これら以外のゲノム関連国際共同研究では国際農

業研究協議グループ（CGIAR）のチャレンジプロ
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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、7種類の指名委託研究

課題を分担担当している。これらにはイネ変異体作

出やマイクロアレイを利用したイネ遺伝子発現解析

とその結果のデータベース作成とともに、イネゲノ

ム配列を利用した比較ゲノム手法によるバナナ基本

遺伝地図を作成する試みも含まれており、農業生物

資源研究所のイネゲノム研究の国際的評価とその利

活用への期待が高まってきている。

また、5年間で100個以上のイネ遺伝子単離とい

うイネ・ゲノム研究計画の目標に対して、最終年度

である17年度を含めて105個の単離に成功した。

一方、農業生物資源研究所を中心とする日本の研

究チームと、西南大学を中心とする中国の研究チー

ムは、独自にカイコゲノム塩基配列の解読に取り組

み、全塩基配列の70～ 80％の解読を終えている。

双方のデータを統合すれば、補完しあって完全解読

情報が得られることから、協議の結果、日中で「カ

イコゲノム塩基配列の統合」に合意した。平成18

年3月24日、農業生物資源研究所において合意書の

調印式が行われた。

平成19年中には統合データが発表され、日中両

国をはじめ、世界中のカイコや関連する昆虫の研究

者に広く利用され、新たなシルクロード開拓につな

がるものと期待されている。

②ジーンバンク事業における連携、協力

17年度は、他の独立行政法人等と連携して、ミャ

ンマー（野生イネ、ウリ科・ナス科野菜）、ロシア

（ダッタンソバ）、ベトナム（ヤマノイモ）及び台湾

とマレイシア（チャいもち病菌）での探索収集調査

を実施した（図３）。パプアニューギニアにおける作

物近縁野生種、韓国におけるエゴマ在来遺伝資源、

中国新彊ウイグル自治区における果樹類遺伝資源の

多様性解析と保全のための海外共同調査事業を進め

た。また、18年度から、ジーンバンクで作出した

世界イネ・コアコレクションを用いた形質解析事業

に着手するため、エジプト農業研究センターとの間

で「イネ・コアコレクションを利用した環境ストレ

ス耐性等の形質解析」を実施する取り決めを締結し

た。

    

③政府間協定等に基づく連携、協力

科学技術協力に関する政府間協定等を活用して、

「昆虫幼若ホルモンの分子作用機序の解明」、「オオ

ムギ属関連遺伝資源の評価、保存と利用」、「乾燥ス

トレスに対する植物と昆虫の共通の応答機構に関す

る研究」、「動物ゲノム解析」など、17か国との間

で38課題の共同研究を行った（表４）。

左：つくばでのアノテーション会議 右：ミャンマーでの聞き取り調査

図３　海外との連携

合意調印を行った農業生物資源研究所石毛光雄理

事長(右)と中国西南大学蚕桑学重点実験室常務

副主任夏慶友教授(左)
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また、農業生物資源研究所では，17年度に米国

コーネル大学農業生命科学部及びミネソタ州立大学

との間で研究交流・協力を促進するための共同研究

覚書（MOU）を交わした（図４）。これら協定の締

結により，研究者の交流，共同研究の実施などを通

じて，農業生物資源研究所が推進する農業生産性の

飛躍的向上，農産物の新たな需要の創出並びに新産

業の創出に関する研究の進展が期待される。

④国際シンポジウム等の開催

研究情報の受発信に加えて、国際的な研究者の交

流を目的として、SABRAO（アジア大洋州育種学会）

第10回国際会議、NIAS/COE国際シンポジウム、家

畜ゲノム国際ワークショップなど、国際的研究集会

を積極的に開催した（表５）。

⑤国内における連携、協力

当研究所がリーダーとして、産学官にまたがる研

究を推進している農林水産省委託プロジェクト等に

おいてとりまとめを行った（資料１「農業生物資源

研究所がリーダーとして推進しているプロジェクト

研究概要」）。17年度に大学等に委託した課題は212

件であり、そこから原著論文340、特許申請31件、

新品種3件の研究成果が得られた。

また、ミレニアム植物科学研究プロジェクト研究

成果報告会、昆虫テクノロジー研究成果発表会等を

開催し、成果の受発信を行うとともに参画研究者間

の交流を図った。さらに、関係独立行政法人、行政

部局、都道府県、民間等の参加を求めて、「蚕糸・

昆虫機能研究全国連絡会」（テーマ：「多様な利用を

目指したシルク素材の開発」及び「昆虫と他生物と

の相互作用をめぐる研究方向」、参加者数：87名）、

「植物バイテク研究会」（テーマ：「未来に繋がるバ

イテク研究」及び「GMOを取り巻く国内外の情勢、

報告と今後の対応」、参加者数：89名）、「遺伝資源

研究会」、「農業生物資源研究推進戦略会議」を開催

し、研究情報の交換、研究推進に関する意見交換・

要望の把握等を行った。クワ系統適応性検定試験等

成績検討会を開催して、鹿児島県・群馬県のクワ特

性検定試験及び系統適応性密植検定試験の成績結果

等について検討した。

17年度中に実施した共同研究の件数は88件であ

り、相手先は大学36、独立行政法人・社団法人23、

公立試験研究機関12、民間企業32、国立研究機関2、

外国4の延べ109件であった。

民間、公立試験研究機関及び大学等から講習生

104名を受け入れた。また、筑波大学大学院に教授

として5名、東京大学大学院、筑波大学、東京農工

大学等に非常勤講師として延べ22名の研究員を派

遣した。

表４　二国間科学技術協力の実施件数

　国　名 実施件数 　国　名 実施件数 　国　名 実施件数

アメリカ 7 イスラエル 1 チェコ 2

イギリス 3 イタリア 2 ドイツ 2

中国 4 スウェーデン 2 ポーランド 2

韓国 5 ロシア 1 　ハンガリー 1

フランス 1 オーストラリア 1 　ブルガリア 1

カナダ 2 インド 3 合計（17 か国） 43

図４　コーネル大学との協定調印式
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表５　国際シンポジウム等の主催

タ　イ　ト　ル 参加人数 　開催月日

（国際シンポジウム）

・ SABRAO(アジア大洋州育種学会 )第10回国際会議 390名 H17.8.22～ 8.23

・ NIAS/COE国際シンポジウム 

 NIAS-COE International Symposium

 「昆虫機能利用研究の現状」

 97名 H17.10.4～ 10.5

・ 家畜ゲノム国際ワークショップ

 「抗病性解析と家畜育種・選抜をめざして (MHC及びMHC様遺伝

 子を中心に疾病・抗病性との関連を探る )」

100名 H17.11.9

・ 第２回イネアノテーション会議  18名 H18.2.1～ 2.3

（その他）

・ 平成17年度遺伝資源研究会

 －遺伝資源とゲノムリソースを利用した病害抵抗性機構の解明

 と技術開発戦略－

 64名 H18.2.2

・ 第44回ガンマーフィールドシンポジウム 120名 H17.7.13～ 7.14

・ 昆虫・テクノロジー成果発表会 135名 H17.9.18

・ 植物科学研究プロジェクトシンポジウム 224名 H17.12.2

5　管理事務業務の効率化

中期計画：

事務の簡素化と迅速化を図るため、ＬＡＮ等

を有効に利用するとともに、会計処理、発注

業務の電子化を進め、事務処理に係わる新た

なソフトウエア等の導入を行う。

光熱水の節約等により、管理経費の節減を図

る。

管理事務業務の効率化を図るため、各種規定や事

務処理方法の見直し等を継続して行っているが、平

成17年度に行った主な取り組みは、次のとおりで

ある。

全所員が利用できる情報共有システム（グルー

プウェア）を導入し、電子メールや電子掲示板、文

書共有、スケジュール共有等を単一システムに統

合化することにより、ペーパーレス化の促進及び情

報伝達の迅速化を図った。ペーパーレス化の効果は

コピー用紙の削減に現れるが、本グループウェアを

導入しなかった場合と比較して具体的な数値で表現

することは困難である。全職員に迅速に情報を周知

するためには、１ドキュメント当たり全職員分のコ

ピー数が必要となり、掛けるドキュメント数分の節

約になっていると考えられる。一方、コピー部数を

削減するために回覧とした場合は、１回覧でカバー

する人数分だけ回覧時間を要することになり、グ

ループウェアで一斉に情報伝達することによりその

時間が節約できる。これにより、さまざまな場面で

の効率化・高度化が図られた。

会計システムを全面的に更新した。新システムで

は端末機での専用ソフトが不要となり、原課側での

操作が簡便となった。また、セキュリティが向上す

るとともに、先行システムで発生した機能的な問題

が抜本的に改良されて稼働の安定性が向上し、会計

事務がより効率的に執行できることとなった。新シ

ステムの構築に当たっては、次期の新組織体制にも

対応できる構成とし、組織変更に伴う会計事務の移

行が円滑に行えるようにした。会計システムの更新

に伴い、旅費計算システムを、会計システムとの互

換性を保つよう更新するとともに、賃金計算システ

ムを、会計システムへのデータ移行が可能となるよ

う、更新した。

人事管理システムの導入により、職員の採用から

退職までの人事データをトータルに管理できるよう

にし、人事管理業務の効率化を図った。

工事の監督・検査方法について、十分でなかった

状況が認められたため、専門知識を有する者の雇用

及びコンサルタントへの外部委託などにより、工事

請負者への監督・指導体制を強化した。

研究用機器の購入契約に当たり、一般競争契約に

限らず、少額の随意契約案件についても調達情報を
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ホームページで公表し、見積り参加者を広く公募す

ることにより公正性、透明性をより一層高めるとと

もに、競争性の拡大を図った。

平成16年度に大わし地区に生体防御機構解析実

験棟を整備したのに伴い、17年度において、動物

衛生研究所敷地内に所在する研究チーム等を大わし

地区へ移転した。これにより、つくば地区のキャン

パスの分散が5地区から4地区へと減少し、管理事

務が一部効率化された。

毎年多額となる光熱水料と施設維持管理経費を中

心に管理経費の抜本的な節減を図るため、「施設の

効率的利用計画」及び「省エネルギー（電気）中長

期計画」を策定し、これを両輪として、年次計画に

よる節減対策を実施した。「施設の効率的利用計画」

では、現状調査に基づき施設の効率的利用と集約化

の観点から使用スペースの配分見直しを行った。ま

た、スペース課金制度を導入し、基準を超える面

積の使用については課金を徴し、施設管理のための

設備の改修費用に充当した。「省エネルギー（電気）

中長期計画」では、電気系統の計測器や制御機器を

整備し、中央監視盤からのスケジュール管理と室の

使用状況に応じた空調運転方式の見直しを行うとと

もに、照明を始めとする電気器具の省電力型への切

り換え、空調熱源のガスヒートポンプ方式の採用等

の対策により、3カ年で電気使用量を3％削減を目

標に低減させることとした。電力契約に当たっては、

16年度の運転調整による最大使用量の低減で可能

となった契約種別の見直しや複数年契約の導入など

によって、電力需給契約量及び契約料金を引き下げ

ることができた。

6　職員の資質向上

中期計画：

①業務上必要な各種の研修に職員を積極的

に参加させるほか、必要な研修を実施し、職  

員の資質向上に努める。また、業務上必要な

資格取得を支援する。

②各種制度を積極的に活用し、職員の在外研

究の機会の増加に努める。

③博士号の取得を奨励し、適切な指導を行う。

①在外研究・海外派遣

職員の在外研究を所独自の予算で支援するための

農業生物資源研究所在外研究制度によって2名を派

遣した。また、経済協力開発機構（OECD）研究者

海外派遣制度を活用し、中期在外研究のために2名

を派遣した（表６）。

②博士号取得の奨励等

研究職員のうち博士号未取得の者については、研

表６　長・中期在外研究の実績

国　名 制　度 期　間

アメリカ
生物研在外研究制度 H15.7.28 ～

H17.7.27

オランダ
OECD 及び生物研

在外研究制度

H16.4.26 ～

H17.4.26

カナダ OECD
H17.7.18 ～

H17.9.10

アメリカ OECD
H17.9.15 ～

H17.12.10

表７－１　文部科学大臣表彰受賞者一覧

年　　度 表　彰　名 功　績　名 受　賞　者

13年度 研究功績者表彰 ユニークな糖鎖認識特性を示す植物レクチンに関
する研究

渋谷　直人

第 60回注目発明 吸水・保水性材料及びその製造法 玉田　　靖

第 60回注目発明（グループ受賞） 繭糸による立体形状構造物の製造方法並びに装置 高林　千幸

第 60回注目発明（グループ受賞） 中島　健一

第 60回注目発明（グループ受賞） 田村　泰盛

14年度 研究功績者表彰 植物の量的形質に関する遺伝的制御機構解析手法
の研究

矢野　昌裕

15年度 該当者なし

16年度 該当者なし

17年度 科学技術賞　研究部門 健康機能性作物開発のための種子での有用物質蓄
積機構の研究

高岩　文雄

創意工夫功労者賞（グループ受賞） 平面吐糸法によるセリシン蚕繭糸の生産法の考案 熊井　敏夫

創意工夫功労者賞（グループ受賞） 和泉　清二



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

0
4
6

究グループ長・研究チーム長等がその取得に向けて

指導を行い、17年度は2名が新たに博士号を取得し

た。5年間（13年度：2名、14年度：4名、15年度：

7名、16年度：6名、17年度：2名）で、計21名が

博士号を取得した。なお、博士号の取得率は、13

年度：52%、14年度：58%、15年度：71%、16年度：

80%、17年度：80%だった。

農業生物資源研究所職員が、平成17年度科学技

術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）

及び功労賞（2名）を授与された（表７-1）。また、

日本植物学会特別賞、日本農学進歩賞、蚕糸功労賞

（3件）、蚕糸有功賞、日本遺伝学会論文賞、日本育

種学会論文賞、日本蚕糸学賞、日本蚕糸学会進歩賞

（2件）、日本熱帯農業学会賞学術賞、日本農芸化学

会B.B.B論文賞を受賞した。

農業生物資源研究所独自の表彰制度である顕著な

研究業績を挙げた若手研究者を表彰する

「NIAS研究奨励賞」及び業務の推進上有益な発明、

考案、改良を行った職員を表彰する「NIAS創意工

夫賞」の17年度の表彰を行った（表７-2）。「NIAS

研究奨励賞」は、1件（1名）の若手研究者に、また、

「NIAS創意工夫賞」は2件（計3名）の職員に与え

られた。

③研修・講習への参加

研究員の英語研修や科学ジャーナリスト塾への参

加、庶務課職員の服務・勤務時間及び会計課職員の

企業会計基礎研修への参加など、業務上必要な各種

研修及び講習会に一般職員38名、技術専門職員3名、

研究職員12名を参加させた。

職員について業務上必要な資格取得を促進する

ため、講習の機会の設定及び経費の補助を行い、17

年度は5名の職員を各種講習会に参加させた。その

結果、甲種防火管理者、ボイラー取扱技能、司書補

などの資格を取得した（表８）。

表８　資格取得者等

資格取得者 取得者数（名）
甲種防火管理者

ボイラー取扱技能

司書補

合　　計

1

3

1

5

NIAS研究奨励賞

・ブタの経済形質 QTL、特に椎骨数に関与する候補遺伝子の特定に関する研究

　　　：ゲノム研究グループ　美川　智

NIAS創意工夫賞

・発砲ポリエチレンブロックを用いた代替蛾論の考案

　　　：業務第１科　小林　殆・三澤利彦

・ガンマーフィールドにおけるナシ等果樹の放射線照射に適した選定・整枝方法の開発

　　　：業務第３科　飯村英善

表７－２　平成17年度NIAS賞受賞テーマ及び受賞者
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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にとるべき措置

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

【要　　約】

・イネ完全長cDNAデータについてBLAST等を

用いて、動植物の既存の膜輸送遺伝子との相同

遺伝子を検索し構造比較することにより遺伝子

の同定を行うと共に、得られた遺伝子群の特徴

から各生物における膜輸送の調節機構の特異性

について考察した〔（2）①〕

・カイコゲノム研究ではSNP解析により1100個

のBACマーカーを28本染色体にマップし、フィ

ンガープリント法によりゲノムの80%をカ

バーするBACコンティグを作成した。1100個

以上のcDNAを染色体にマップした。ESTデー

タベースは135,000 ESTを収集し、全遺伝子の

85%以上をカバーした。これを基に80%の遺伝

子が乗った高品質オリゴアレイを作成し遺伝子

解析に利用している。ゲノムシーケンス、EST

情報、地図情報を合わせたKAIKObaseを作成

し機能解析に利用可能な体制を整備した〔（3）

②〕。

・ブタ完全長cDNAライブラリーに基づくEST

を、さらに35,000追加し138,000配列を公開し

た。さらにcDNA完全長解読のために新たに

14,988個のcDNAクローンを選抜し、その内

12,131個についての３ '末端からの解読、3,374

個のcDNA全長の解読を完了した。EST情報か

ら2,000個以上のcSNPを、さらにcDNAの３ '

非翻訳領域とその周辺に400個以上、イントロ

ン領域中に500個以上のSNPを検出した〔（3）

①〕。

 

（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

中期計画：

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。

①イネ染色体構造の解析（ゲノム研究グループ）

17年度は16年度終了した全塩基配列の根拠とな

るPAC/BAC/fosmid クローンを、物理地図を指標

にして再構成し、minimal tiling pathとして整理し、

IRGSPのホームページから公開するとともに保管し

た。IRGSPに対するクローンのリクエスト（NIAS 

DNABankを通じて）に対応している。テロメアに

ついては昨年フォスミドクローンを位置づけた７カ

所についてFiber FISHによるテロメアサイズの測定

を行った。またフォスミドの配列解読によって染色

体特異的なテロメアリピートの変異が発見された。

またさらに７カ所のテロメア付近の構造が明らかに

なった。一方栽培イネの比較ゲノム解析のために、

indica品種「Kasalath」のBACクローンを「日本晴」

第１染色体配列を用いて迅速に整列化し、339個の

BACからなる「Kasalath」第１染色体物理地図を構

築した。FISHによるギャップ測定を考慮すると、

「Kasalath」第１染色体の物理長は44.9Mbと推定さ

れる。

②イネゲノム配列高精度解析技術の開発（ゲノム研

究グループ）

16年度解読が完了した「日本晴」全塩基配列に

ついて物理地図に沿ってクローンを整列化し、重な

りを排して擬染色体配列（pseudomolecule）を作成

した。この配列は370，733，456塩基からなり、イ

ネゲノムの95％を占めていた。この配列を用いて

遺伝子予測を行い、37,544個の遺伝子を見いだした。



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

0
4
8

イネ比較ゲノム研究の指標として、レトロポゾン

であるSINE配列をイネゲノム上に700個見いだし、

380個をマーカー化した。「Kasalath」第１染色体の

BAC339個の高精度ドラフト解析により、栽培イネ

間においても多くの遺伝子が変異している可能性が

示された。

（２）イネ完全長cDNAクローン収集とデータベース

の構築

中期計画：

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。

①イネ完全長cDNAクローンフェイズ１(32K)ク

ローンの解析とデータベース化（分子遺伝研究グ

ループ）

集積しているcDNA情報の充実とアノーテーショ

ンの正確性を高める目的で、遺伝子の構造情報等か

らクローンの同定と情報の集積を行っている。その

為に遺伝子データをカテゴリー別に纏めた再確認整

理に着手した。その第一のカテゴリーとして遺伝子

構造特徴が明確であり、発現量、様式及び時期等よ

り完全長cDNAデータに収録されている割合が高いと

推測される膜輸送タンパク遺伝子について同定及び

整理解析を行った。イネ完全長cDNAデータについて

BLAST等を用いて、動植物の既存の膜輸送遺伝子と

の相同遺伝子を検索し構造比較することにより遺伝

子の同定を行うと共に、得られた遺伝子群の特徴か

ら各生物における膜輸送の調節機構の特異性を明ら

かにした。

②イネ完全長cDNAクローンフェイズ2端読みク

ローンの解析とデータベース化（分子遺伝研究グ

ループ）

完全長cDNAデータ数を更に充実すべく、理研が

保持するシークエンスが未決定である約9,000のク

ローンの情報解析を行い追加解析候補を選定した。

端読みシークエンス情報より、TIGRのアノーテー

ションで有用なもの（約1,800）を抽出し、マイク

ロアレイ解析から判明したステージ及び器官特異的

な発現を示すもの（約1,200）と合わせた約3,000の

クローンを第一弾の追加解析クローンとしてリスト

アップした。これらの情報に基づいて理研のクロー

ンを収得、再ピックアップした後、約3,000の選定

クローンを端読み解析し完全解読が進行中である。

現在全長が短いクローン約100について完全長デー

タを追加し、更に以後の連続シークエンス解析に

よってより長いcDNA情報が蓄積中である。完全長

cDNAプロジェクトで得られた38万クローンの配列

情報に加え、ゲノムから予想された予想遺伝子情報

を基に、約82,000個の新しいプローブを作成した。

それらのプローブを基にアレーを作成し、プローブ

の評価試験を行った。また、この評価試験の結果よ

り、イネ遺伝子についての新しい知見を得ることが

出来た。現在はその結果を基に、次期アレーの作成

のためのプローブの選択を行っており、来年の早い

時期での公開を目標にしている。

（３）ブタ及びカイコ等の遺伝地図と物理地図の作成

中期計画：

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。

①ブタの高密度遺伝地図、物理地図の作成（ゲノム

研究グループ）

ブタ完全長cDNAライブラリーに基づく5'末端

ESTを、さらに35,000追加し138,000配列を公開し

た。さらにcDNA完全長解読のために16年度選出し

た5,546個に加えて、14,988個のcDNAクローンを選

抜した。新たに12,131個について3'末端解読を行っ

た。これらのcDNAクローンの内、3,374個につい

ては完全長解読を完了した。ESTの情報からcSNP

を2,000個以上、さらにcDNAの3'非翻訳領域及び

その周辺に400個以上、イントロン領域中に500個

以上のSNPの検出を行った。

②カイコの高密度遺伝地図、物理地図の作成（ゲノ

ム研究グループ）

WGSによる高精度のカイコドラフトシーケンス

を得るため、fosmidエンドシーケンス25万リード

を決めた。BACエンドシーケンスを用いたSNP解



研
究
の
実
施
状
況

0
4
9

析により、1,100個のBACマーカー (分子マーカー )

を28本染色体にマップした。フィンガープリント

法によりカイコゲノムの80%をカバーするBACコ

ンティグ(物理地図)を作成した。1,100個以上の

cDNAを染色体にマップできた。カイコESTデータ

ベースは現在135,000ESTを収集し、カイコ全遺伝

子の85%以上をカバーしている。これを基に80%の

カイコ遺伝子が乗ったより高品質のオリゴアレイを

作成し、機能解析研究に利用されている。ゲノムシー

ケンス、EST情報、地図情報を合わせたKAIKObase

を作成し、機能解析研究に利用できる体制を整備し

た。

（４）ゲノム機能予測技術の開発

中期計画：

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。

①コード領域予測技術の開発（ゲノム研究グループ）

トランスポゾンを除くことによって遺伝子予測の

精度を上げるため、イネゲノム上のアノテーション

を利用していくつかの方法を比較検討した。マルコ

フ連鎖、SVM、LQV(SOMの発展型 )を比べたところ、

後者２つの成績がよかった。そこでSVMとLQVを

組み合わせることにより、トランスポゾンの81%を

正しく除外し、非トランスポゾンの94%を正しく残

すことができた。PCクラスターにおいてSun Grid  

EngineやTorqueをジョブ管理システムとして採用

し、BLAST、BLAT、GeneMark、ClustalW等の基本

プログラムを動作させた。また、これらを組み合わ

せたゲノムとcDNAの対応付けシステム等も動作し

ている。

（５）イネゲノム統合データベース基盤の開発

中期計画：

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。

①イネゲノムデータベースＩＮＥの改良（ゲノム研

究グループ、分子遺伝研究グループ）

イネの遺伝子クラスタを解析するツールを開発し

た。本システムはイネの遺伝子リストを入力すると、

GO（Gene Ontology）用語を検索し、入力された遺

伝子クラスタにGO用語、即ち機能を割り当てる。

このとき割り当てる用語の有意確率を計算し、有意

と判断された用語のみ表示するようにしている。結

果は表形式で出力され、GOブラウザ及びイネアノ

テーションデータベースへリンクが張られる。本シ

ステムを用いてすでに報告されているイネcDNAマ

イクロアレイを用いたアブシジン酸及びジベレリン

応答遺伝子の発現解析に使われたデータを自動解析

したところ、人手で行った解析結果をある程度再現

できることがわかった。

2）ゲノム情報等を活用した遺伝子の単
離と機能解明

【要　　約】

・OsPti1a遺伝子が耐病性を負に制御することを

証明するとともに、下流の因子としてOsRAR1

を同定した。いもち病抵抗性遺伝子Pishを単離

するとともに、その下流の遺伝子の変異体を多

数同定した。植物に固有のCMT3クラスDNA

メチラーゼは、各種トランスポゾンの転写抑制

に重要な機能を有すること、また、トランスポ

ゾンのメチル化を介して、ホストの遺伝子発現

制御にも重要な役割を果たしていることを明ら

かにした〔（2）①〕。

・TMV RNAの複製複合体の可溶化に成功し、ウ

イルスの複製タンパク質が TOM1 及び TOM2A 

を含むいくつかの宿主タンパク質と共精製され

ることを明らかにした〔（5）①〕。

・機能変化を伴う変異を確認したブタ第１染色体

上の椎骨数QTL候補遺伝子が、胚発生の体節

形成期に体節内で発現していることを明らかに

した。また第７染色体上の椎骨数QTL領域を

約100kbの範囲にまで絞り込んだ。さらに、ブ

タTLR遺伝子群の新規クローニングと多型検

索から、特にTLR1において病原体由来分子の

認識に関わるLeucine-rich repeat領域内にアミノ

酸置換を伴う多型が集中していることを明らか

にした〔（3）①〕。

・カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離では染色体

歩行とBF1の連鎖解析を行い合計4.9Mbを歩行

した。Nid-1は400kbに、nsd-2は500kb内に領
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域を絞り込み、nsd-2についてBF1作成に用い

た抵抗性親品種とウイルス選抜BF1で約6kbに

及ぶ欠損領域が見つかり、この領域でカイコ

DNV-2抵抗性遺伝子nsd-2を単離した〔（3）②〕。

（１）遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

中期計画：

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。

①遺伝地図情報を利用したイネ有用遺伝子の単離

（分子遺伝研究グループ、生体高分子研究グループ、

ジーンバンク）

極晩生突然変異に関与する遺伝子Ehd2及びEhd3

の候補ゲノム領域を限定し、Ehd2遺伝子の候補を

特定した。「日本晴」と「コシヒカリ」の出穂期の

違いを決定しているQTLを第3及び第6染色体上に

マッピングした。Hd1遺伝子の出穂抑制作用には

Hd5及びLhd4の存在が必要であることが明らかと

なった。相補性検定により脱粒性遺伝子qSH1の構

造を決定した。穂発芽関連遺伝子Sdr4の候補ゲノ

ム領域を8.7kbに絞り込み、形質転換による相補性

検定により候補遺伝子を特定した。耐冷性遺伝子

qCT7については、候補ゲノム領域を約40kbに限定

した。委託プロジェクトにおけるマップベースク

ローニングの支援を行った。

（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

中期計画：

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。

①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（分子遺伝研究グループ）

STAFF研究所と共同で遺伝子破壊系統の破壊部

位隣接塩基配列の大量解析を進め、これまでに、

14,000系統より鋳型となるゲノムDNAを精製し、

順次塩基配列の解析を行っている。共同研究でのゲ

ノムDNAの精製及び塩基配列の大量解析を進める

ため、サンプル及びデータ管理専用データベースシ

ステムを構築した。遺伝子単離、機能解析について

は、OsPti1a遺伝子が耐病性を負に制御することを

証明するとともに、下流の因子としてOsRAR1を同

定した。いもち病抵抗性遺伝子Pishを単離するとと

もに、その下流の遺伝子の変異体を多数同定した。

植物に固有のCMT3クラスDNAメチラーゼは、各

種トランスポゾンの転写抑制に重要な機能を有する

こと、また、トランスポゾンのメチル化を介して、

ホストの遺伝子発現制御にも重要な役割を果たして

いることを明らかにした。

（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

中期計画：

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。

①比較遺伝地図情報等を活用したブタの椎骨数や

肉質等生産形質関連遺伝子座の同定と遺伝子の単離

（ゲノム研究グループ）

第１染色体上の椎骨数QTLについては、QTLに

対応た機能変化を伴う変異を確認した候補遺伝子

が、胚発生の体節形成期に体節内で発現しているこ

とを免疫染色により明らかにした。また第7染色体

上の椎骨数QTL領域に対応するヒトゲノム(9Mb)上

の遺伝子情報よりDNAマーカーを開発し、それら

のハプロタイプと徳島県ラージホワイト種豚の椎骨

数QTLとの関連性を解析し、候補領域を約100kbの

範囲にまで絞り込んだ。さらに、病原体由来分子の

認識に関わるブタTLR遺伝子3つを新規にクローニ

ングし、それらを含む5つで多型検索を行い、特に

TLR1においてアミノ酸置換を伴う多型が分子認識

に関わるLeucine-rich repeat領域内に集中しているこ

とを明らかにした。

②カイコDNV抵抗性遺伝子等の単離（ゲノム研究

グループ） 

引き続き染色体歩行とBF1の連鎖解析を行い、合

計4.9Mbを 歩 行 し た。Nid-1は400kbに、nsd-2は

500kb内にそれぞれの領域を絞り込んだ。nsd-2につ

いて絞り込んだ領域内を詳しく調べた結果、BF1作

成に用いた抵抗性親品種とウイルス選抜BF1で約
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6kbに及ぶ欠損領域が見つかった。この違いは、親

品種のみでなく他の8品種／系統にも共通してい

た。この領域で遺伝子の発現が予測され、抵抗性と

感受性の中腸RNAからこの遺伝子を単離した。14

エクソンから成る2,065塩基のうち、抵抗性では第

5-13エクソンからの1120塩基を欠いていた。中腸

のみで発現する本遺伝子がnsd-2であると強く示唆

された。

（４）遺伝子群発現モニターシステムの開発

中期計画：

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。

①遺伝子発現モニタリングシステムの構築（分子遺

伝研究グループ）

マイクロアレイデータの性質に適合したクラス

ター分析とデータマイニングの方法論について検

討した。現時点で有望と考えている手法の一つはア

ソシエーションルール分析と呼ばれる手法で、様々

な方法で定義した遺伝子群の間の相関性を定量的に

評価できる。現在、この手法でTranscription Unitご

との上流配列1,000bpにおける塩基配列エレメント

の分布と発現データとの関連性を見出せないか検

討中である。約90種類の組織特異的イネプロモー

ターをgusにつないでイネに導入・解析し、種々の

組織特異的あるいは構成的発現パターンを付与す

る約20種類のプロモーターを得た。誘導的発現が

期待される約30種類のイネプロモーターについて

も同様の解析を行い、植物ホルモンや窒素源依存的

に発現が誘導／抑制されるプロモーターを得た。通

算7,000個体以上のFOXイネ系統を作出し、うち約

3,200系統で導入cDNAを同定した。ZIMモチーフ

を有する転写制御因子の過剰発現により生育・花成

促進や多収性をもたらす系統を得た。培養温度の検

討、界面活性剤の使用により、イネ形質転換系を改

良できることがわかった。

（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

中期計画：

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。

①植物の病害抵抗性遺伝子に関する研究（生理機能

研究グループ、遺伝資源研究グループ）

CaM 結合タンパク質MAP kinase phosphatase （NtMKP1）

が、MAPキナーゼの一つである SIPKの活性化を抑

制すること、別のMAPキナーゼであるNtMPK4が

ジャスモン酸の下流で植物の病傷害及びオゾンス

トレス応答に関与すること、BTH誘導性転写因子 

OsWRKY45がBTHによるいもち病抵抗性誘導及び

PR遺伝子の発現誘導に必須の役割を果たすことを明

らかにした。また、TMV RNAの複製複合体の可溶

化に成功し、ウイルスの複製タンパク質がTOM1及

びTOM2Aを含むいくつかの宿主タンパク質と共精

製されることを明らかにした。

②葉等の形態形成機構の解析（分子遺伝研究グルー

プ、新生物資源創出研究グループ）

アラビドプシスのブラシノステロイド（BR）シ

グナル伝達に重要な役割を果たしている転写因子

Atbil1をイネに導入した結果、イネでもBRシグナ

ル伝達に関与していることが示された（理研との共

同研究）。 アクチベーションタギングにより得られ

たイネ短粒変異体（Sg1）において導入エンハンサー

下流に存在する、原因遺伝子と予想された完全長

cDNAを過剰発現するイネを得た。現在ホルモンフ

リー培地中にあり、本年度中には原因遺伝子かどう

か明らかになる予定である。イネ三染色体変異体の

アレイ結果は、Real-time PCRの結果と良く一致し

ていた。HDACI処理イネカルスの発現解析結果を、

Rice Expression Databaseを用いクラスター分析した

ところ、HC toxinとButyrate処理は同一の、TSA処

理は別のクラスターに属した。

③生殖過程に関与する遺伝子群の解析 (新生物資源

創出研究グループ、放射線育種場）

55のミトコンドリア遺伝子をスポットしたマク

ロアレイ解析では、高温あるいは低温に置かれた蕾

間での発現の差異は認められなかった。したがって、

温度条件によって稔性が変化する原因は、核遺伝子
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の発現が温度により制御されていることによるもの

と考えられた。これまでにまったく報告がない、新

規なミトコンドリア局在性 invertaseを見出した。ミ

トコンドリアに存在するプラスミドの父性遺伝現象

解明のため、約60の品種を用いた系統解析と種間

交雑後代等を用いた遺伝解析を行った。プラスミド

は種間・種内交雑に関わらず、約66％の父性伝達

率を示した。系統解析の結果から、プラスミドの父

性遺伝性は受精時の次世代への伝達とその後のプラ

スミドの維持の二つの因子により成り立っていると

考えられた。

（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

中期計画：

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。

①ジーンサイレンシングに関与する遺伝子とシグナ

ルの解析（分子遺伝研究グループ、新生物資源創出

研究グループ）

シロイヌナズナのMOM1によって制御される内

在性遺伝子領域の特徴を明らかにした。2種のイ

ネMOM1のdouble knockout系統とサイレントマー

カーを持つ系統とを交配し、サイレンシングへの

影響を解析した。キュウリ緑斑モザイクウイルス

（CGMMV）外被タンパク質遺伝子導入タバコでは

T2世代でも抵抗性を示し、この抵抗性は遺伝する

ことが明らかになった。その機構はsiRNAが検出さ

れたことからRNAiによるものであることがわかっ

た。CGMMV外被タンパク質の逆位反復配列遺伝子

を導入した63系統のカナマイシン耐性キュウリを

得ており、そのうち9系統でT1種子を得た。さらに

2系統についてT2世代で導入遺伝子の確認を行っ

た。その結果、系統（A1）では検定した全ての遺

伝子導入個体で抵抗性が確認された。スイカでは３

系統のカナマイシン耐性スイカを順化しT1種子を

得た。

②メチル化部位のゲノムマッピング（分子遺伝研究

グループ）

イネ「日本晴」でメチル化サイトを100以上マッ

プし、RLGS法によるイネゲノムメチレーション解

析が効率的に行うことができることが示された。ま

た、イネの正逆交配のF1家系を用いてゲノムメチ

レーションサイトの違いを解析した結果、正逆F1の

ゲノムで異なるRLGSスポットが検出されたことか

ら、ゲノムインプリンティング遺伝子探索への応用

の可能性が示された。

3）タンパク質の網羅的解析と構造生物
学的解明

【要　　約】

・イネ及び糸状菌に由来するα -ガラクトシダー

ゼのX線結晶構造を明らかにした。イネ由来の

酵素についてはαｰガラクトースとの結合様式

を解明し、糸状菌由来の酵素については糖鎖を

含んだ構造を明らかにして酵素安定性に対する

糖鎖の寄与について考察した〔（2）①〕。

・エリシター受容体タンパク質CEBiPの発現を抑

制したイネにいもち病菌を接種すると侵入菌糸

の伸長度合いが増加したことから菌糸侵入以降

のイネ・いもち病菌相互作用においてキチンオ

リゴ糖がシグナルとして機能すると結論した。

エリシター応答性GRAS型遺伝子CIGR2が制御

する遺伝子としてヒートショック転写因子遺伝

子を同定した〔（4）①〕。

（１）遺伝子発現産物の構造・機能の網羅的解析

中期計画：

プロテオーム解析手法の活用により、遺伝

子産物であるタンパク質を解析してデータベ 

ースを構築するとともに、リン酸化等の翻訳

後修飾を介するタンパク質・遺伝子のネット

ワークを解明する。

①プロテオーム解析技術による植物ホルモンやスト

レス情報伝達機構の解析（分子遺伝研究グループ）

タンパク質ネットワーク解析に関して、抗体チッ

プ作成は生物研で行うことの意義がないとの指摘を

受け、茎葉伸長において経時的にプロテオミクス解

析を行い、その発現量からUPGMA法によるクラス

ター解析を行った。S-systemを改良しタンパク質間

相互作用解析を行った結果、機能未知のタンパク質

の機能推測に使用可能であることを明らかにした。

植物ホルモン情報伝達の下流で変動する新規ジベレ

リン誘導性遺伝子を検出し、プロモーター解析と発

現抑制形質転換イネの作出を行った。その結果、ジ

ベレリン誘導性が顕著で、茎葉伸長に関与すること、
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さらにタンパク質発現後、茎頂部分で機能している

ことを抗体調製により明らかにした。

（２）タンパク質の立体構造及び機能発現機構の解明

中期計画：

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。

①酵素・機能性タンパク質など生物学的に重要な

タンパク質のＸ線解析法による立体構造の解明と蛋

白工学的手法による機能の解析（生体高分子研究グ

ループ）

イネ及び糸状菌に由来するα -ガラクトシダーゼ

のX線結晶構造をそれぞれ明らかにした。イネ由来

の酵素についてはαｰガラクトースとの結合様式を

解明し、糸状菌由来の酵素については糖鎖を含んだ

構造を明らかにして酵素安定性に対する糖鎖の寄与

について考察した。イヌリン分解酵素については生

成プロダクトの異なる2種類の酵素について右巻き

βらせん構造をモチーフとする立体構造を明らかに

した。ミミズ由来のレクチンについては得られた立

体構造の比較より植物レクチンであるリシン及び放

線菌キシラナーゼの糖鎖結合ドメイン構造との類似

性を明らかにした。放線菌由来キチン結合タンパク

質の立体構造は大腸菌マルトース結合タンパク質と

類似性のあることを明らかにした。また、高熱菌チ

ロシン tRNA合成酵素のX線結晶構造、ヘビ毒由来

血液凝固関連タンパク質のpHによる構造変化にお

けるカルシウムイオンの寄与を考察した。さらに、

ヘビ毒由来チャンネルブロッカーの結晶構造を明ら

かにし、植物感染特異タンパク質PRプロテインに

立体構造の類似性を明らかにした。

②イネ構造ゲノム解明に向けての発現、精製、立体

構造解析に関する研究（生体高分子研究グループ）

プラスチックカラムにおけるタンパク質吸着を

防ぐために質量分析用のエッペンドルフチューブ等

に使用されている内部コーティングを東京大学工学

部に依頼し試みた。しかし、目立った泳動像の変化

は観察されず、コーティングしなかったものとの間

に大きな差はなかった。従って、泳動像の乱れ等は

熱の発生やバッファー等に起因すると考えられたの

で、その改良に集中した。各泳動法についての再現

性は高くなったが、組織に由来する問題、即ちタン

パク質の変性や抽出の効率性等についての改善は難

しかった。一方で、親和性のあるタンパク質のon-

target分析法を検討し、短時間で効率的に分解する

条件を見出すことができた。

③ＮＭＲを用いた光合成電子伝達系タンパク質複合

体等の分子認識・機能発現機構の解明

（生体高分子研究グループ）

ジブロック共重合ペプチドAla12-Glu12のヘリッ

クス－コイル転移機構をCDとNMRを併用して定

量的に解析した。Glu12-Ala12の結果（16年度成果）

と比較検討し、N端からのヘリックス伸長とC端か

らの伸長の機構と熱力学にアミノ酸シーケンス特異

性があることを見出した。フジツボの接着タンパク

質Mrcp-20kのNMR構造解析を行い、本タンパク質

はジスルフィド結合に富む3角形のドメイン2つか

らなる新規なフォールディングを有することを明ら

かにした。水中接着タンパク質としては世界初の構

造である。

（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

中期計画：

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。

①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（ゲノム研究グループ）

生体内化合物三次元構造データベース3DMETの公

開サーバを開発した。2種類の方法で三次元化した構

造で立体配置が一致したものをリリース１として2005

年7月より公開した（http://www.3dmet.DNA.affrc.go.jp/）。

各データは8種類の物性値（計算値）と6種類の基本

情報を含み、MDL Chime（プラグインソフト）を利用

して構造を立体的に見られるようになっている。また、

ゲノムネットのデータベース（COMPOUND DB）と相

互リンクをとり、関連情報を簡易に得られるようにし

た。2006年1月4日時点で約31,000件、30ヶ国以上か

らのアクセスがあった。
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（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

中期計画：

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。

①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（生体高分子研究グループ、新生物資源創

出研究グループ）

エリシター受容体タンパク質CEBiPの発現を抑制

させたイネにいもち病菌を接種すると侵入菌糸の伸

長度合いが増加したことから菌糸侵入以降のイネ・

いもち病菌相互作用においてキチンオリゴ糖がシグ

ナルとして機能すると結論した。エリシター応答性

GRAS型遺伝子CIGR2が制御する遺伝子としてヒー

トショック転写因子遺伝子を同定した。エリシター

応答性E3であるEL5の高次構造・活性相関の解析

から、特定のE2と相互作用する単量体型E3の一次

配列上の特徴を明らかにした。いもち病菌のカタ

ラーゼ様活性を持つ分泌タンパク質の部分精製とア

ミノ酸配列の解読を行い遺伝子を同定した。

4）植物における生命現象の分子機構の
解明

【要　　約】

・イネの光シグナル伝達系構成成分と相互作用可

能なタンパク質を新たに13種類単離し、これ

までの知見と合わせて相互作用プロファイルを

作成し、光シグナル伝達系の概要を明らかにし

た〔（1）①〕。

・RNAi法を応用した方法により、内在性の花

のホメオティック遺伝子pMADS3のエクト

ピック発現を誘導できることを示し、同時に

pMADS3のエクトピック発現に関わるDNA領

域を特定した〔（3）①〕。

（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

中期計画：

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。

①光合成機能発現制御因子の作用機作の解析と相互

作用タンパク質の同定（生理機能研究グループ）

イネの光シグナル伝達系の概要を明らかにするた

め、構成成分(COP1, PHY, CRY等)と相互作用可能な

タンパク質を新たに13種類単離し、これまでの知見

と合わせて相互作用プロファイルを作成した。新た

に見出された COP1-SCARECROW間の相互作用につ

いて生理機能の解析を行い、COP1が根の細胞分化に

関与している可能性を示した。光合成器官形成に必

須な因子である CtpA(D1タンパク質前駆体切断酵素) 

について、三次元構造データから基質認識に重要と

推定されるアミノ酸残基を3つ同定した。当該アミノ

酸残基が改変された変異酵素を発現する形質転換ラ

ン藻を解析し、その内の1つ(Ile400)が基質認識に重要

であることを明らかにした。

（２）物質固定・代謝及び転流・蓄積に関与する遺伝

子群の解析とその制御機構の解明

中期計画：

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。

①植物の物質代謝に関与する遺伝子群の解析と制御

機構の解明（生理機能研究グループ）

イネ光合成器官のプロテオーム解析により、穎花

(内外穎)と稈で共通して高発現あるいは欠失する蛋

白質スポットの同定を進めるとともに、炭酸固定回

路 (カルビン回路)に関与する酵素の相対含量を明

らかにした。新規の葉緑体型PEPCはイネ緑葉の主

要PEPCのひとつであり、葉肉細胞葉緑体に蓄積す
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ることを明らかにした。Moricandia arvensis (C3-C4

中間型)とキャベツ(C3型 )から作出した様々なゲノ

ム構成比を持つ正逆交雑植物の解析から、C3-C4中

間光合成形質は両親からのゲノム構成比に従って交

雑植物に遺伝し、これには母性遺伝は関与していな

いことを明らかにした。

②光合成産物の転流に関与する遺伝子群の単離とそ

の機能解析（生理機能研究グループ）

chemical inducible Cre/loxP システムを用いて、

OSK遺伝子のRNAiを登熟初期の未熟種子で誘導で

きる形質転換体を作成した。OSK 3量体を構成する

3種類のα、5種類のβ、2種類のγサブユニットが

どの様な組合せになっているかをYeast Two-hybrid

実験で調べ、相互作用の特異性を明らかにした。炭

水化物の転流に関与するQTL(gw6 )の染色体領域を

矮小化し、候補遺伝子を10個まで絞り込んだ。

（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

中期計画：

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。

①植物の形態形成を制御する転写因子の機能解析

（生理機能研究グループ）

RNAi法を応用した方法により、内在性の花のホ

メオティック遺伝子pMADS3のエクトピック発現

が誘導できることを示し、同時にpMADS3のエクト

ピック発現に関わるDNA領域を特定した。またこ

の領域のDNAメチル化が深く関わっていることを

示唆する結果を得た。これらの結果により、small 

RNAが介するRNA依存性DNAメチル化の関与が示

唆された。また、内在性遺伝子の転写を遺伝子組換

えで活性化する新たな手法の可能性が示された。シ

ロイヌナズナAtSPL5遺伝子は、オゾン、紫外線等

のストレスやABAやSA等の植物ホルモンに応答し

て、発現抑制されることがわかり、環境応答への関

与が示唆された。

（４）原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解

析

中期計画：

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。

①原形質膜を介するオーキシン情報伝達機構の解析

（生体高分子研究グループ）

オーキシン結合タンパク質１ (ABP1)のC末端ペ

プチドと相互作用するタンパク質を親和架橋法によ

り同定した。このタンパク質はGPIアンカーを介し

て原形質膜に局在する銅含有タンパク質であり、植

物の極性に関連した細胞伸長に関与することが示さ

れているタンパク質と相同であった。

5）動物における生命現象の分子機構の
解明

【要　　約】

・ブタ臓器表面上に存在し異種移植における超

拒絶反応を誘起する主要抗原とされる、αGal

抗原を除去する独自の方法としてαGal抗原を

特異的に切断する酵素 (endo-β -galactosidase C: 

EndoGalC)遺伝子をブタ細胞に導入後、FACS

によりαGal抗原が除去されている細胞を選択

して核移植を行った結果、EndoGalＣを発現す

るクローンブタが誕生した〔(1)③〕。

・乾燥耐性の強いネムリユスリカでは、乾燥や

１％ NaCl処理により誘導される遺伝子をEST

データベースのサブトラクションにより網羅的

解析し、トレハロース関連酵素や乾燥耐性関連

タンパク質の配列を決定した〔(7)①〕

（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

中期計画：

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
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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。

①マウスをモデル系としたＥＳ細胞等の増殖及び分

化制御要因の解析（発生分化研究グループ）

分化能力の異なるES細胞亜集団間のアレイ解析

により得られた23個のPpet遺伝子について、ES細

胞及びマウス受精卵にsiRNAを導入して当該遺伝

子をノックダウンした結果、一部でES細胞の分化、

胚の発生率、発生速度及び細胞数に影響を与えるこ

とが判明し、Ppet遺伝子がES細胞の分化機構や初

期発生に重要な役割を果たすことを明らかにした。

また、SSEA-1陽性と陰性のES細胞亜集団間でグ

ロビン遺伝子、ケラチン18遺伝子等のエピジェネ

ティックス遺伝子の発現に差違があること、その差

違は分画ES細胞の発生能に密接に関係することが、

4倍体キメラ胚の作出により示された。これらの結

果から、ES細胞の未分化性にエピジェネティック

スが関与することが示唆された。

②ＩＧＦ-1レセプター遺伝子等の転写制御やシグ

ナル伝達に関わる生理・形態形成関連遺伝子の発現

様式の解析（発生分化研究グループ）

ブタの成長に関与する遺伝子のDNA 多型を検索

するため、ブタのインシュリン受容体遺伝子の一部

を「ランドレース」と「メイシャン」で比較したが、

塩基配列の多型は認められなかった。また、ニワト

リ品種識別やトレーサビリティのために、ミトコ

ンドリアDNA全体をカバーするPCR断片をつくる

ことができた。一方、ニワトリ個体へ外来遺伝子を

導入し卵白中に有用物質を生産させるシステムの開

発に関して、未分化細胞である胚盤葉細胞へソノポ

レーション法を適用しGFP遺伝子の導入を試みた

ところ、レシピエント胚の生殖巣を含む各種組織で

GFP遺伝子の存在が確認できた。また、始原生殖細

胞を利用した遺伝子導入法に関しては、インビトロ

およびインビボにおいて直接処理する方法、精原細

胞から幹細胞を作出する方法、核移植を利用する方

法を検討し、新たな遺伝子導入システムを構築中で

ある。

③ブタ等の培養細胞の遺伝子改変技術の確立と形質

転換個体作出法の開発（発生分化研究グループ）

異種移植において、ブタ臓器表面上に存在する

αGal抗原は超拒絶反応を誘起する主要抗原とされ

るため、その除去が重要な課題となる。これまで、

αGal抗原の除去を目的に、その生成酵素であるα

1,3GT遺伝子をノックアウトしたクローンブタの成

功例が報告されている。本研究では、αGal抗原を

除去する独自の方法として、αGal抗原を特異的に

切断する酵素 (endo-β -galactosidase C: EndoGalC)を

ブタ細胞で発現させ、その細胞を基にクローンブ

タの作出を試みた。EndoGalCの遺伝子を導入後、

FACSによりαGal抗原が除去されている細胞を選

択し核移植を行った結果、EndoGalＣを発現するク

ローンブタが誕生した。

④ウシ胎盤細胞の分化増殖及び再構築要因の解析

（発生分化研究グループ）

16年度に報告したPRP-VIIに引き続き、今年度は

PRP-VIIIとPRP-IXの2種類の新規PRPを報告した。

BMPについてはBMP-4、GDF9及びBMP15の大量

発現系を構築して、これによって得られた組換えタ

ンパク質からそれぞれの抗体を作成した。細胞増殖・

分化にともなって特異的に発現する新規遺伝子を発

見し、これをウシbcl2A1と命名した。ウシbcl2A1

は栄養膜細胞の二核化に伴って発現が開始し、Bax

等と拮抗しながら、二核細胞の維持因子として作用

する事が示唆された。また、クローン牛のテロメア

解析を行った。

（２）動物細胞株の機能特性の解析と成長等に関与す

る細胞因子の探索

中期計画：

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。
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①脂肪細胞等動物細胞株の樹立と機能特性の解明

（生体機能研究グループ）

マウスへ四塩化炭素を投与して軽度に肝障害を惹

起した後の再生肝臓より作製した切片担体を利用し

て、マウス胚性幹細胞を肝細胞様細胞に効率よく分

化する培養技術を開発した。また、切片担体上の培

養細胞の接着、増殖及び分化に関する挙動を解析し

て得られる「組織切片と細胞の相互作用プロファイ

ル」を利用して、新しい診断技術を開発する構想を

提案した。ゲル薄膜担体については、肝機能維持に

サンドイッチ培養法が有用であるという報告を応用

して、ラット初代肝細胞を播種したコラーゲンゲル

薄膜にコラーゲンゾルを重層することで、肝細胞の

機能維持に優れたコラーゲンゲル薄膜サンドイッチ

培養法を開発した。

②発育、成熟等に関与する因子の探索及び同定（生

体機能研究グループ）

ブタCYP分子種の遺伝子発現に性差、品種差、

発現組織(肝臓、腎臓 )差を認めた。硝酸鉛(LNI)に

よるCYP7A1遺伝子の発現低下にはTNFaは関与し

ないこと、ブタ脂肪細胞に対してLXRaは脂肪蓄積

を亢進することを明らかにした。ウシインプリン

ティング遺伝子発現に関する16年度までの知見を

元に、クローン牛における遺伝子発現を解析した結

果、数頭の発育牛クローンにおいてインプリンティ

ング遺伝子の発現異常が観察された。異常個体に

おいては生時体重が過大であり、原因はインプリン

ティング遺伝子異常発現と推定された。ニワトリの

抗腫瘍に関連するタンパク質が5つ捕捉された。ブ

タの筋肉脂肪蓄積に関連する遺伝子PPP1CAがプロ

テオームにより捕捉され、先にQTLの検出されて

いる第9染色体p腕テロメア領域に存在すると推定

された。SNPsを用いた鶏肉からのニワトリ品種識

別を可能にした。

（３）家畜の大脳辺縁系・視床下部情動調節機構及び

繁殖中枢調節機構の解明

中期計画：

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。

①ウシ、ブタの脳定位固定装置の開発及び大脳辺縁

系・視床下部による生体機能調節機構の解析（生体

機能研究グループ）

ウシの第3脳室内へのメラトニン投与により、血

漿中の成長ホルモン(GH)濃度が上昇し、メラトニ

ンがウシの視床下部を介してGH分泌を刺激するこ

とが示唆された。ブタ黄体組織中にグルココルチコ

イド (GLC)とその受容体が存在することを明らかに

した。また、GLCは黄体の内分泌機能を抑制する

ことが示唆された。イソアミル酢酸を用いた匂い刺

激により、25Hz以上の周波数帯域でブタ海馬の電

気活動が増強することが示唆された。さらに、ブタ

のオペラント条件付けでスィッチ押し直後に海馬で

陰性波が出現した。

②反芻動物の性腺刺激ホルモン放出ホルモン分泌調

節に関わる神経伝達物質及び末梢性因子解明（生体

機能研究グループ）

ヤギで絶食により血漿及び脳脊髄液中のβ -HBA

濃度が上昇することを明らかにし、低栄養時には

血中ケトン体の脳内への取り込みが増加すること

を示した。脳室中へのケトン体投与による繁殖機能

制御中枢の活動低下のデータと、低栄養に起因する

脳内ケトン体濃度の上昇が繁殖機能制御中枢の活動

抑制シグナルとして機能することが示唆された。ヤ

ギにおけるケトン体の作用機構を解析するため、ケ

トン体の脳内への取り込みを制御するモノカルボン

酸輸送担体 (MCT)の一つ、MCT1のcDNA配列をシ

バヤギで同定した。また、繁殖機能におよぼすグレ

リンの役割を解析するため、ウシグレリン受容体の

cDNA配列を同定し、in situ hybridization 用のプロー

ブを作成した。

（４）ヒメミミズ等の発生分化、カイコの脱皮変態等

に関わる主要な遺伝子の単離と機能解明

中期計画：

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



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

0
5
8

に取り組む。

①ヒメミミズ等の発生分化及びカイコの生殖系列形

成体等に関わる主要遺伝子の単離と遺伝子機能解析

系の構築（発生分化研究グループ）

16年度までに単離したヤマトヒメミミズの再生関

連遺伝子(Ejrup1、Ejrup4、gs)とカブラハバチの生殖

細胞形成関連遺伝子(mos)、及び17年度新たに単離し

た再生関連遺伝子(gcs1、vasa-like1-3 )やカイコ生殖細

胞形成関連遺伝子(nanos)について、RT-PCRやin situ 

hybridization 等の発現解析を行い、これらが再生や生

殖細胞形成に関わる重要な遺伝子であることを示し

た。mos遺伝子については、阻害剤や合成蛋白質を用

いた機能解析により、Mos/MEK/MAPK 経路を介して

卵減数分裂周期を制御していることを明らかにした。

また、カブラハバチの新しい遺伝子機能解析法とし

て、テトラサイクリン耐性オペロンを用いた発現制

御システムを開発した。

②カイコの脱皮・変態時にホルモン活性物質により

発現が誘導される主要遺伝子・タンパク質の単離と

その機能解明（発生分化研究グループ、生体高分子

研究グループ）

メソプレン処理で蛹後期卵巣のMAPキナーゼが

リン酸化を受けることがわかった。カイココラゾニ

ン受容体遺伝子(Bm-CRZR )の全長cDNAをクロー

ニングし、アフリカツメガエル卵母細胞で発現さ

せたものはnM濃度のコラゾニンに応答した。zinc 

finger DNA結合領域を持たない2種のBRCアイソ

フォーム (NZ1, NZ4)を発現させた場合は3種のレ

ポーター発現量に変化は無かったが、この領域を持

つBRC Z2アイソフォームを発現させるとルシフェ

ラーゼの発現がプラスミド量に応じて上昇した。主

要各組織についての二次元電気泳動像の取得と、タ

ンパク質のデータベースを作製した。真皮細胞の培

養条件では、還元型グルタチオン添加のMGM450

の10%FBSを培地にポリエステル膜上で培養するこ

とで、真皮細胞の増殖能力の維持が可能となった。

JHネットワーク分子を遺伝子側から網羅的に同定

し機能を明らかにすることでJH濃度調節及び作用

発現の分子機構解明を開始した。

（５）フィブロイン遺伝子、尿酸合成等に関わる生理

機能に関係する遺伝子等の単離とその機能及び多様

性の解析

中期計画：

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。

①間性系統等に着目した遺伝形質の連関解析（昆虫

適応遺伝研究グループ、昆虫生産工学研究グループ）

4倍体両性生殖系統カイコを作製し、その性が決

定Ｗ染色体の有無で確定されることを確認した。間

性遺伝子Isx-2における欠失領域について相同性検

索を行ったが、相同遺伝子は得られず、遺伝子転写

の検出は技術的に困難であった。一方、雌雄によっ

てスプライシングの異なるBmdsx遺伝子の、雌型

mRNAを増加させる因子を含むBACクローンが得

られた。第6連関群のホメオティック突然変異遺伝

子は、EMu , ENc, ECw , Ncの順に配列していた。また、

新規に見つかった褐卵突然変異b-2sは、カイコで初

めて発見される劣性の偽対立遺伝子であることが明

らかになった。生殖巣の長期保存において、4齢幼

虫での卵巣移植は成功率が低かった。卵内の糖アル

コール含量と、長期貯蔵性の相関は低いことが明ら

かになった。

②カイコ尿酸代謝遺伝子の構造解析と脱皮ホルモン

受容体の発現抑制機構の解明（昆虫適応遺伝研究グ

ループ）

2種の油蚕系統oa及びodについて、突然変異体と

正常個体の幼虫皮膚RNAを用いてオリゴアレイ解

析を行い、突然変異体で発現量が低下する遺伝子群

を同定した。カイコ在来種15系統についてog遺伝

子の塩基多様度を推定した。また、ミトコンドリア

cox1遺伝子についても同様の推定を行い比較検討

した。トランスポゾンOrgandyが転移することを、

切り出し活性をもとに交配実験を通じて進めたが、

確認に至っていない。
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（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

中期計画：

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。

①昆虫の触角葉及びキノコ体における匂い情報の伝

達・処理機構の解明（生体機能研究グループ）

性フェロモン (ペリプラノン -B)にのみ応答する

触角葉神経細胞、キノコ体神経細胞が観察された。

これらの触角葉とキノコ体の神経細胞間で生じた

スパイクは同時発火する相関活動が見出された。ま

た、性フェロモンと一般的な匂いに応答する触角葉

神経細胞、キノコ体神経細胞が観察された。これら

の触角葉とキノコ体の神経細胞間で生じたスパイク

は性フェロモンと一般的な匂いの両方に対して同時

発火する相関活動を示した。これらの結果は性フェ

ロモン情報、性フェロモンと一般的な匂いの情報が

同期的にスパイクを発火する触角葉出力神経細胞群

によって符号化され、上位中枢であるキノコ体のケ

ニヨン細胞(唯一の内在性細胞)に伝達されること

を示す。

②カイコ等の味覚応答の解明と感覚子特異的分子等

に着目した味覚受容伝達系の解明（生体機能研究グ

ループ）

ニクバエの口器特異的レクチンCLEM36は、Ｃ -

タイプレクチン産生組織 (CLPT)細胞から吻管に伸

びる管を通ること、また、ABCタンパク質SpABC

はCLPT細胞内の微絨毛に存在することがわかっ

た。カイコの味細胞の情報変換過程におけるCa2＋

の関与を電気生理・薬理学的な手法で示し、ゲノム

情報とRACE法により4個の味受容体候補GPCR遺

伝子等を単離した。シロオビアゲハの?節にはブル

シン類似物質に特異的に応答する味覚細胞のほか、

単一の産卵刺激物質HMPに応答する細胞が存在し

た。新規光学分割剤MαNP酸により、昆虫の信号

物質である2-メチル -4-ヘプタノールの光学分割を

行い、これまでの標準試薬より優れていることを確

認した。

（７）ペプチド等の化学物質の生理機能に着目したバッ

タ等の体色制御機構、甲虫等の休眠等の解明と、カ

イコ等のアミノ酸合成酵素系等に着目した特異的代

謝機能の解明

中期計画：

バッタ類の相変異に伴う体色制御機構、甲虫

類等の休眠や温度耐性等の制御機構をペプチ

ドホルモン、幼若ホルモン等の生理機能に着

目して解明するとともに、カイコ等の絹糸昆

虫に特異的なアミノ酸合成、ステロール代謝、

糖代謝に関わる酵素系の特性解明と発現解析

を行う。

①ペプチド等化学物質の生理的役割に着目したバッ

タ等の体色制御機構及び甲虫等の休眠・繁殖・耐寒

性等の解明（生体機能研究グループ）

ネムリユスリカでは、乾燥や１％ NaCl処理によ

り誘導される遺伝子をESTデータベースのサブトラ

クションにより網羅的に解析し、トレハロース関連

酵素や乾燥耐性関連タンパク質の配列を決定した。

アフリカサバクバッタでは世代に渡って変化する形

態的特性を孤独相と群生相で再現するために、累代

飼育を開始した。中国のトノサマバッタでは、高緯

度低緯度から採集した個体群における休眠誘導に関

して光周期と温度の影響を調べた。チャバネアオカ

メムシでは、卵吸収に関与するプロテアーゼが、卵

内に含まれ胚子発育過程で活性を発現させるプロテ

アーゼと同じものであると推定されること、その一

方、活性化の過程は両者で異なる可能性があること

を明らかにした。

②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（生体機能研究グループ）

緑繭の繭層は白繭に比べ多くのフラボノイドを含

んでおり、そのため緑色を呈している。中腸、体液、

絹糸腺のいずれにおいても緑繭となる個体は白繭と

なる個体より高いフラボノイドの含量を示した。中

腸におけるケルセチングルコシルトランスフェラー

ゼ (QGT)の活性を検討したところ、ケルセチンの3

位や4'位にグルコースを付加する活性は緑繭個体、

白繭個体いずれにも認められたが、5位にグルコー

スを付加する活性は緑繭個体のみに見出された。ま

た、ケルセチンの5位にグルコースが結合したグル

コシドは緑繭個体にのみの検出されることから、5

位にグルコースを付加するQGTが緑繭となるため

に不可欠な酵素であると考えられる。カイコ、エリ
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サン幼虫の各組織におけるステロール含量は、いず

れも中腸が他の組織より高く、1頭当たりの量も多

かった。5齢期間中の変動は、カイコではほぼ一定

であるのに対し、エリサンでは5齢経過につれてス

テロール含量が高くなり、5齢の経過にともない中

腸にステロールを徐々に蓄積することがわかった。

6）環境応答、生物間相互作用の分子機
構の解明

【要　　約】

・イネのフィトクロム全分子種 (phyA, phyB, 

phyC)の二重・三重突然変異体の表現型及び遺

伝子発現解析から、イネではphyAもphyBと同

様に光可逆反応に関わっていること等、フィト

クロム分子種間でシロイヌナズナとは異なる役

割分担があることを明らかにした。また、フィ

トクロムが植物における赤色光の唯一の光受容

体であることを初めて証明した〔(2)①〕。

・イネ黄化芽生えに遠赤色光を照射した後、「日

本晴」とphyA、「日本晴」とcpm1との間で発

現している遺伝子をマイクロアレイで比較解析

した。その結果、phyA特異的なシグナルによっ

て発現が制御されている遺伝子群のうち、JA

の制御を受けているものが、照射後30分後で

は約10%しかないが、4時間後では約60%を占

めることが明らかになった〔(2)①〕。

・Nod-Myc-変異体sym72、及びその下流に位置

するNod-Myc+変異体sym70、さらに感染プ

ロセス、及び根粒形成に異常を来すHist-変異

体sym101の遺伝子クローニングに成功した。

Sym72(LjCCaMK)が根粒形成の鍵を握るタンパ

クリン酸化酵素であることを示した。 Fix-変異

体sym105について、詳細な表現型解析を行い、

この変異体の無効根粒では、感染細胞の肥大生

長が著しく抑制されていることを明らかにした

〔(5)①〕。

・リュウキュウクロコガネの雌は遊離アミノ酸で

あるアントラニル酸を分泌し雄に対し雌を着地

させ、雌には誘引源から0.3～ 1ｍ離れた場所

に着地させる多機能フェロモンとして働いてい

る〔(6)①〕。

・植物生理活性物質の研究ではオオバイヌビワの

乳液がエリサンに対して毒性を示すことを明ら

かにした〔(6)②〕。

・トビイロウンカのEST解析を進め、全体で7万

クローンとし、遺伝子機能解析にRNAiが有効

であることを示した。このウンカのマクロアレ

イは多くの研究者に利用されるようになった。

アレイ研究推進の一環として研究所内にアレイ

解析室を設置した〔(7)①〕。

（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

中期計画：

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。

①塩・乾燥ストレスに応答する遺伝子群の単離とそ

の機能解析（生理機能研究グループ）

イネ新規液胞膜Na＋/H＋アンチポーター遺伝子

OsNHX4プロモーター領域の発現解析では、維管束、

根の先端部、花粉などで発現が高く、維管束、根上部、

孔辺細胞で高発現するホモログ遺伝子OsNHX1とは

異なった組織特異的発現パターンを示し、それぞれ

の機能分担が示唆された。オオムギ液胞膜Na＋/H＋

アンチポーター遺伝子 HvNHX1と液胞膜H＋-PPase

遺伝子HVP1は種々のストレス対し同調的な発現変

化を示し、プロトンの供給とNa＋等の輸送において

協調して働くことが示唆された。野生株とクロライ

ドチャンネル遺伝子破壊系統イネの芽生え根細胞を

光学顕微鏡で観察したところ根の柔細胞が膨張し、

細胞列の乱れが観察され、クロライドチャンネルが

形態形成に関与することが示された。ジンクフィン

ガー型転写因子ZAT6を過剰発現させたアラビドプ

シスにおけるZAT6下流で発現が変化する遺伝子群

を同定した。また、変異型ZAT6過剰発現アラビド

プシスではZAT6が転写抑制ドメインを持つにも関

わらず、転写活性化因子として機能することを示し

た。

②環境ストレスに対する植物固有の応答機構の解析

（生理機能研究グループ）

フィトクロムＡ (phyA)突然変異体、ジャスモン

酸 (JA)合成欠損突然変異体、及び対照としての日本

晴の黄化芽生えに遠赤色光を照射した後、それぞれ

の突然変異体で日本晴と比較して発現量が変化して
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いる遺伝子をマイクロアレイで検索した。その結果、

phyA特異的なシグナルによって発現が制御されて

いる遺伝子群のうち、JAの制御を受けているもの

が、照射後30分後では約10%しかないが4時間後で

は約60%を占めることが明らかになった。この結果

は、フィトクロムからのシグナルの一部がJAを介

して形態形成やストレス応答関連遺伝子の発現を制

御していることを示している。また、別のJA生合

成系の突然変異体hebibaの原因遺伝子をマップベー

スクローニングによって、第3染色体の約110kbの

範囲まで絞り込んだ。

（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

中期計画：

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。

①イネにおける光情報伝達経路の解析（生理機能研

究グループ）

イネのフィトクロム全分子種 (phyA, phyB, phyC)

の二重・三重突然変異体の表現型及び遺伝子発現解

析から、イネではphyAもphyBと同様に光可逆反応

に関わっていること等、フィトクロム分子種間で

シロイヌナズナとは異なる役割分担があることを

明らかにした。また、フィトクロムが植物における

赤色光の唯一の光受容体であることを初めて証明し

た。phyABC三重突然変異体で発現が昂進している

ACO1遺伝子のプロモーター領域を解析して、フィ

トクロムからのシグナルを介してACO1の転写を抑

えるのに必要な領域と光シグナルとは無関係に転写

を抑える働きをする領域を特定した。ACO1転写量

の高いphyABC突然変異体の幼苗全体におけるエチ

レン発生量を調べたところ、予想に反して日本晴の

約半分程度しか検出されなかった。実際にエチレン

が作用していると考えられる節間の局所的な定量が

必要と考えられる。また、出穂したイネの節間部に

おけるACO1の発現部位をRT-PCRで詳細に調べた

ところ、基部に近い節間ほど転写量が多いことが分

かった。節間の伸長は基部から起こるので、ACO1

の発現と細胞伸長との間に何らかの関係があること

が示唆された。

（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

中期計画：

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。

①抵抗性遺伝子による病原体認識をはじめとする植

物の自他認識・防御機構等の分子遺伝学的解析（生

図５　フィトクロム突然変異体を用いたイネの光応答反応の解析

　　　左：白色光下で育てた播種30日目のphyABC 突然変異体と日本晴の比較

　　　右：イネとシロイヌナズナにおけるフィトクロム分子種間での光応答反応の比較
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理機能研究グループ、遺伝資源研究グループ）

ゲノム変動のリアルタイム検出システムをシロイ

ヌナズナを材料として完成させた。点突然変異と組

換えによる挿入・欠失の発生を検出するシステムを

それぞれ完成させ、既に両者で約250の独立株にお

いてゲノム上の位置と変異率との相関を算出した。

抵抗性遺伝子を素材とした新たな分子認識システ

ムの実用化に成功し、2種類の標的分子と強く相互

作用する新たな分子を数種類作成することに成功し

た。これを利用し、薬剤開発や、新たな抵抗性遺伝

子の開発を進めることが可能である。劣勢抵抗性遺

伝子のスクリーニングシステムを確立した。これに

よりいくつかの抵抗性の向上した株が得られ、病原

体認識シグナル伝達機構解明の材料ができた。「嘉

平」の圃場抵抗性遺伝子の候補遺伝子を単離した。

オオムギの小穂非脱落化遺伝子の高密度地図を作製

した。イネの2次細胞壁合成遺伝子の発現解析によ

りその機能が解明され、新たな植物遺伝子群の機能

が明らかとなった。

（４）共生窒素固定根粒に特異的な植物遺伝子の機能

と発現調節機構の解析

中期計画：

根粒の器官形成に関与する遺伝子、及び根粒

特異的な遺伝子発現に関わる転写調節因子を

対象として、ミヤコグサを用いた形質転換実

験等によりこれらの機能と発現調節機構を解

明する。また、これらの根粒に特異的な遺伝

子の発現等を指標として、根粒菌の根粒誘導

シグナル物質 (Nodファクター )に対する植物

の応答を解析し、Nodファクターの受容から

根粒形成の開始に至るシグナル伝達機構の解

明に取組む。

①共生特異的な植物遺伝子の網羅的単離と機能解析

（生理機能研究グループ）

根粒形成初期過程に必須と予想される遺伝子

ENOD40のノックダウン植物について、感染プロセ

スのマーカー遺伝子の発現解析から、ENOD40が感

染プロセスに必須ではないことが再確認された。細

胞内共生の維持に必須と考えられる IGN1の根粒細

胞内局在を免疫的方法で調べた結果、IGN1は原形

質膜に存在し、ペリバクテロイド膜には検出でき

なかった。Ign1変異体にEMSを処理し、その後代

から複数の復帰変異株候補を見いだした。アレイ

解析によって見いだされた新規の根粒特異的遺伝子

LjnsRINGについてノックアウト実験を試み、この

遺伝子が根粒菌感染と根粒形成に必須であることを

明らかにした。GFP-tubulin導入ミヤコグサを用い

て、Nodファクターによる根毛の微小管細胞骨格の

動態を解析し、Nodファクターが一過的に根毛細胞

の微小管ダイナミックスを抑制することを明らかに

した。

（５）マメ科モデル植物ミヤコグサにおける共生関連

遺伝子の単離と遺伝子タギング系の開発

中期計画：

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。

①ミヤコグサにおける共生関連遺伝子群のクローニ

ングと機能解析（生理機能研究グループ）

Nod-Myc-変異体sym72、及びその下流に位置す

るNod-Myc+変異体sym70、さらに感染プロセスと

根粒形成に異常を来すHist-変異体sym101の原因遺

伝子のクローニングに成功した。Sym72 (LjCCaMK)

が根粒形成の鍵を握るタンパクリン酸化酵素である

ことを示した。Ljsym71/86(CASTOR/POLLUX)及び

LjCCaMKのイネオルソログを見いだし、これらの

ノックアウト系統を得た。また、Fix-変異体sym105

について、詳細な表現型解析を行い、この変異体の

無効根粒では、感染細胞の肥大生長が著しく抑制さ

れていることを明らかにした。

（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

中期計画：

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。

①効率的な超微量分析法の開発に着目したアリ類や
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捕食性カメムシ等の行動解発因の解明（生体機能研

究グループ）

ホソヘリカメムシ集合フェロモンの新規誘引協力

成分を同定し、アカスジカスミカメでは雌フェロモ

ンの生物検定法を開発した。奴隷狩のためクロヤマ

アリの蛹を奪取するサムライアリは、巣への侵入時

にクロヤマアリ類似の化学物質を放出して巣内の化

学交信を撹乱していることを示し、生物検定法の指

標を得た。キオビエダシャクの性フェロモン成分を

同定し、現地圃場で誘引活性を確認した。ゴマダラ

カミキリの性誘引活性5成分の化学構造を解明し、

現地みかん園において誘引活性を確認した。リュウ

キュウクロコガネの雌フェロモン源近傍において雄

成虫は嗅覚から視覚へと定位刺激を切り替えること

を証明した。また、コーリング時間とフェロモン放

出量には著しい個体変異と日変動があることを見出

した。

②植食性昆虫に対する有害植物成分等の検定系の確

立と検索（昆虫適応遺伝研究グループ）

ツマグロヨコバイ唾液腺ラッカーゼcDNAを大腸

菌で発現させ、可溶性画分に塩化銅を添加したとこ

ろラッカーゼ活性が確認された。また、ツマグロヨ

コバイがイネを摂食した後の口針鞘にリグニン化が

認められた。「農林10号」は、第4染色体上のSSRマー

カー RM6487 とRM3735 間にRathu Heenati由来の染

色体断片を有することがわかった。トビイロウン

カ抵抗性遺伝子Bph3 を単離するため、「農林10号」

と「ツクシバレ」を交配し、後代のF2 種子を得た。

沖縄県石垣島産のオオバイヌビワ、Ficus septicaの

乳液がエリサンに対して大変強い毒性を示すこと

が判明した。人工飼料に2％乳液を添加しただけで

成長が顕著に阻害され、10％以上加えると高い死亡

率が観測された。クワの葉がカイコ以外の昆虫に対

して強い毒性と耐虫性を持つことと、その原因がク

ワの葉から滲出する白い乳液に高濃度で含まれる糖

代謝の阻害剤として知られる3種の糖類似アルカロ

イド物質や高分子物質等の成分にあることを解明し

た。

（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

中期計画：

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

cDNAライブラリーの作成と約5千クローン

の塩基配列の解読を行う。また、食材性昆

虫とその共生微生物のセルラーゼ遺伝子のク

ローニングと解読、チャバネアオカメムシ腸

管ウイルスの外被タンパク質の翻訳に関わる

RNAの高次構造の解析、昆虫と植物を循環

伝搬する細菌等微生物の探索、新機能解明及

びそれら微生物の昆虫腸内での定着・増殖に

関わる昆虫の遺伝子の探索・同定等により、

共生微生物及び共生に関わる遺伝子の機能を

解明する。

①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（昆虫適応遺伝研究グループ）

トビイロウンカのEST解析をさらに進め、全体

図６　クワ乳液の耐虫活性と乳液に含まれる糖類似アルカロイド

　　　Ａ：左側はヨトウガにクワ葉をそのまま接触させたもの

　　　　　右側はヨトウガに乳液を洗い流したクワ葉を摂食させたもの

　　　Ｂ：クワ葉から分泌される乳液　　Ｃ：クワ乳液に含まれる3種の糖類似アルカロイド

Ａ

Ｂ

Ｃ
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で7万クローンとし、トビイロウンカの遺伝子機能

解析にRNAiが有効であることを示した。トビイロ

ウンカのマクロアレイは現在3グループで、カイ

コオリゴアレイは国内12グループで使用されてお

り、さらに大わし地区にアレイ解析室を設置した。

シャッフリング技術により大腸菌で大量発現が可能

になったシロアリセルラーゼ遺伝子には26個のア

ミノ酸変異があったが、2つのアミノ酸の変異が重

要であることを明らかにした。in vitro翻訳系をめざ

した研究において、真核生物のアミノアシル tRNA

合成酵素類はきわめて不安定であることが判明し

た。イネ萎縮病ファイトプラズマを高い感染率で維

持するツマグロヨコバイ系統を見出し、ツマグロヨ

コバイを用いた実験系を構築できた。遺伝子塩基配

列からヌカカの種識別を可能にした。

（８）昆虫病原微生物及び植物病原微生物に由来する

生理活性物質等に着目した感染機構及び植物－微生

物－昆虫の相互作用の解明

中期計画：

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。

①昆虫ポックスウイルスのスピンドル等の機能と感

染要因の解明（昆虫適応遺伝研究グループ、昆虫生

産工学研究グループ）

ドウガネブイブイ昆虫ポックスウイルスのスフェ

ロイドとスピンドルを同時に食下したドウガネブ

イブイ幼虫の中腸内で、スフェロイドから放出さ

れたウイルスは少なくとも6時間ほどで、スピンド

ルの作用で損傷した囲食膜を通過して中腸被膜側

へ到達することがわかった。カイコのBt菌毒素の

一種のCry1Ac毒素抵抗性には、劣性の主遺伝子が

一つ関与していると推察された。昆虫病原糸状菌、

Beauveria brongniartii  に対して感受性と抵抗性のカ

イコ系統を作出し交配試験を行った結果、抵抗性に

優性の主遺伝子が一つ関与していると推察された。

微胞子虫胞子のX線解析等より胞子壁の主要物質は

キチンであることが明らかとなり、加水分解した胞

子では薬剤の徐放性が認められた。

（９）免疫担当細胞における生体防御関連遺伝子の単

離と機能解明及び生体防御機構解析のためのインビ

トロ培養細胞系の開発

中期計画：

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。

①正常及び遺伝子改変マウスを用いた免疫機能の解

析、及び細胞系を用いた免疫関連遺伝子の機能解析

（生体防御研究グループ）

プリオン持続感染マウスミクログリアにおいて、

イオンチャネル型P2X7受容体の発現、並びにアゴ

ニストに対する感受性が上昇しており、感染マー

カーとなる可能性が示唆された。BSEを実験的に感

染させ、発症した牛の脳から、SV40T遺伝子導入に

より不死化細胞株を樹立した。LPSにより活性化さ

れたマウスミクログリアにおいて、WASP分子が炎

症性サイトカインや神経障害性因子の放出に重要

な役割を果たすことを明らかにした。ウシ血液系前

駆細胞(BSU-E, CFU-E, CFU-GM)が抗ウシCD34モ

ノクローナル抗体(N21)に陽性であることがわかっ

た。

（10）カイコの抗菌性タンパク質等の構造決定と改変

及び機能、発現機構の解明

中期計画：

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。
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①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（生体防御研究グループ）

BmCautus遺伝子ノックダウン形質転換カイコを

作出し、Rel遺伝子発現に与える影響を調べたとこ

ろ、Rel遺伝子の発現が明らかに低下することがわ

かった。一方、Rel遺伝子ノックダウン系における

Cactus遺伝子の発現も同様に低下しており、両転写

因子の密接な相互作用が明らかになった。カイコ

体液より新規の抗ウイルスペプチドを単離し全アミ

ノ酸配列を決定した。一部のアミノ酸配列にみられ

るシステイン残基の位置がvon Willebrand factorのも

のと一致しており、Trypsin inhibitor-like cysteine rich 

domainの特徴をもつことがわかった。昆虫抗菌性

タンパク質由来の改変ペプチドが薬剤耐性病原細菌

感染症やエンドトキシンショックに対し高い治癒効

果を示すが、副作用は示さないことがマウスを用い

た生体実験から明らかとなった。

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新
生物資源の開発

【要　　約】

・PEPC、PPDK、NADP-ME、NADP-MDHを高発

現する形質転換イネ２系統の生理学的解析を

行った。四重形質転換イネではPEPCの高発現

で一旦低下した光合成活性が回復すること、光

合成活性の回復は複数のC4酵素の共発現に起

因することがわかり、四重形質転換イネでは何

らかの新たな代謝回路が駆動している可能性が

示された〔(1)①〕。

・高グリシニン集積米の抽出タンパク質を高血

圧ラットに投与した結果、血圧降下作用がみら

れた。ヒト用7Crp集積米を隔離圃場で栽培し、

400kgの玄米を収穫した。組換えイネの形態特

性や環境への影響は非組換えイネと差がなかっ

た。マウススギ花粉症用組換えイネのマウスへ

の経口投与でアレルギー抑制作用が確認された

〔(3)①〕。

（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

中期計画：

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。

①Ｃ４光合成機能の利用による植物の光合成機能の

改良の試み（生理機能研究グループ）

PEPC、PPDK、NADP-ME、NADP-MDHを高発現

する形質転換イネ2系統の生理学的解析を行った。

PEPCを高発現させると明呼吸が促進され光合成活

性が低下すること、PPDK単独、MDH単独の高発

現は光合成に影響を与えないことがわかっている。

四重形質転換イネではPEPCの高発現で一旦低下し

た光合成活性が回復することがわかった。この結果

を受け、ME単独を高発現する形質転換イネのホモ

系統を選抜し解析を行った。その結果ME単独の高

発現は光合成に影響を与えないことがわかり、光合

成活性の回復は複数のC4酵素の共発現に起因する

こと、四重形質転換イネでは何らかの新たな代謝回

路が駆動している可能性が示された。

②植物の草型制御技術の開発（新生物資源創出研究

グループ）

研究所内の試験ほ場において、GA2酸化酵素及び

ブラシノライド受容体の変異遺伝子を導入した「ど

んとこい」を栽培し、主に草型と収量に関して特性

調査を行った。GA2酸化酵素を導入した組換えイ

ネは矮化した草型であり、収量は原品種と比較して

少なくなっていた。ブラシノライド受容体の変異遺

伝子を導入した組換えイネは直立葉の草型で、収量

は原品種と比較して差がなかった。花粉飛散のモニ

タリングの結果、周りの試験圃場への組換え体花粉

の飛散は認められなかった。特許回避と社会的受容

のために、薬剤耐性マーカーに代えてALSを選抜

マーカーに用いてGA2酸化酵素を導入した形質転

換イネについて世代促進を行うと共に導入遺伝子の

コピー数をサザン法で調べた。
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（２）遺伝子組換えを利用した病虫害抵抗性個体、ス

トレス耐性個体の作出

中期計画：

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。

①病害抵抗性関連遺伝子の探索（新生物資源創出研

究グループ）

PRO10-ssChiC系統のT1自殖幼苗では有意ないも

ち病抵抗性の向上は認められなかった。PRO10-GFP

導入イネにいもち病菌を接種したところ、PRO10は

抵抗性病斑の周囲で発現が誘導されるものの罹病性

病斑ではほとんど発現せず、これがPRO10-ssChiC

系統のいもち病抵抗性が向上しなかった原因と考え

られた。マイクロアレイでは罹病性病斑部で感染初

期に発現が誘導される遺伝子を検索できなかった。

以上はいもち病菌がイネの防御応答反応を積極的に

妨害することを示唆しており、その分子機構を明ら

かにする研究に着手した。イネキチナーゼ (RCC2 )

遺伝子を導入した8個体のT0植物由来の計100個体

のT1幼苗のうち、PCRでRCC2遺伝子の存在を確認

できた54個体にオオムギうどんこ病菌を接種した

ところ約60%の個体について病徴が軽い、もしくは

病徴が認められなかった。抵抗性検定は現在継続中

である。

（３）遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の

作出

中期計画：

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。

①遺伝子組換えにより健康機能性を増強した米の作

出（新生物資源創出研究グループ、遺伝資源研究グ

ループ）

高グリシニン集積米の抽出タンパク質を高血圧

ラットに投与した結果、血圧降下作用がみられた。

ヒト用7Crp集積米を隔離圃場で栽培し、400kgの玄

米を収穫した。組換えイネの形態特性や環境への影

響は非組換えイネと差がなかった。マウススギ花粉

症用組換えイネのマウスへの経口投与でアレルギー

抑制作用が確認された。鉄トランスポーターを過

剰発現する組換えイネの各組織の鉄蓄積量は、非組

換え体と差がなかった。種子特異的プロモーターを

用いた形質転換イネを作成し、種子におけるCoQ10

蓄積を確認したが、そのCoQ10含量は35Sプロモー

ターを用いたイネと同程度またはそれ以下だった。

そこで登熟種子におけるCoQ9含量変化について調

べたところ、開花後15日頃最も多くなり、その後

減少することが明らかとなった。

図７　花粉症緩和米のマウスでの有効性
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２）新たなDNAマーカーの開発

【要　　約】

・有用形質の遺伝解析を推進するために、異な

る交配組み合わせによる染色体断片置換系統群

の作出を行った。「コシヒカリ」・「Nona Bokra」

ではCSSLの最終候補44系統を選抜した。「日

本晴」・「コシヒカリ」では、BILを作成すると

ともにBC4F1種子を確保した。「コシヒカリ」・

「IR64」ではBC2F1種子を得た〔(1)①〕。

・ 独立した2家系で第6染色体に検出されてい

る肉色QTLについて、絞り込まれた領域内約

10cMに位置する遺伝子群より、肉色関連候補

遺伝子にアミノ酸置換を伴う変異を検出した。

実験家系で検出された筋肉内脂肪含量に関与

するQTLの、近傍マーカーをもとに選抜した

DNAマーカー選抜F3個体の形質調査から、選

抜系統間で有意な差を認めた〔(2)①〕。

・カイコ耐病性関連DNAマーカー開発では分子

遺伝子地図に340のマーカーを作成した。土壌

細菌BT毒素cry1Abに抵抗性のカイコを探索し

た結果、20の実用品種で2つの劣性の、12の優

性の抵抗性品種を見い出した〔(3)①〕。

（１）ＤＮＡマーカーによるイネ育種選抜システムの

開発

中期計画：

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。

①DNAマーカーによるイネ育種選抜システムの開

発（分子遺伝研究グループ）

有用形質の遺伝解析を推進するために、異なる交

配組み合わせによる染色体断片置換系統群の作出を

行った。「コシヒカリ」・「Nona Bokra」ではCSSLの

最終候補44系統を選抜した。「日本晴」・「コシヒカ

リ」では、BILを作成するとともにBC4F1種子を確

保した。「コシヒカリ」・IR64では、BC2F1種子を

得た。その他、12組み合わせで戻し交雑を行った。

インド型品種「Nona Bokra」の晩生化に関与する第

６染色体短腕のQTLがHd3aではなくRFT1遺伝子

であることを、連鎖解析から証明した。穂ばらみ期

の耐冷性遺伝子qCT7及びqRFT6については「ひと

めぼれ」の、いもち病圃場抵抗性遺伝子pi21につい

ては、「コシヒカリ」の準同質遺伝子系統の選抜を

開始した。

（２）ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

中期計画：

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。

①ブタの肉質等に関連するDNAマーカーの開発

（ゲノム研究グループ）

第6染色体に独立した2家系 (イノシシ×ラージホ

ワイト、金華豚×デュロック)で検出されている肉

色QTLについて、絞り込まれた領域内 (約10cM)に

位置する候補遺伝子をヒトゲノム情報やブタEST情

報を元に12個抽出した。各遺伝子の多型検索を行

い、肉色への関連が考えられる遺伝子について、ア

ミノ酸置換を伴う変異を検出した。DNAマーカー

選抜試験では、実験家系で第4染色体と第5染色体

に検出された、筋肉内脂肪含量に関与するQTL近

傍のマーカー遺伝子型をもとに選抜した100頭を越

えるF3個体の形質調査を行い、選抜系統間で有意

な差を認めた。DNAマーカーアシスト導入試験で

は、順調に戻し交配を重ね、次世代で望ましいアリ

ルを固定した個体の作出を行う予定である。

（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

中期計画：

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。

①カイコ耐病性関連DNAマーカーの開発（昆虫生

産工学研究グループ）

独自に開発した方法により作成した分子遺伝子

地図のマーカーが340となった。遺伝解析手法と

マーカーを用いて、蛾の寿命を決定する遺伝子の

連関群を決定した。食性異常の沢J系統がLP-1飼料
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を食べる性質、カイコがCaCO3を食べる性質や B. 

brougniartiiへの抵抗性等の遺伝解析を進めた。BT

毒素Cry1Abに抵抗性のカイコを探索した結果およ

そ20の実用品種で2つの劣性の、12の優性の抵抗性

を見い出した。

3）放射線利用技術の開発

【要　　約】

・ソバの抗酸化能は系統選抜よりも個体選抜の方

が向上する傾向にあった〔(1)②〕。

・ガンマフィ－ルドから採取したチャ葉の成分分

析を行い成分変異体候補系統を選抜した。選抜

対象の重点化のため材料のγ線源からの距離と

カテキン含有量の関係を解明した。リンゴのポ

リフェノール関連突然変異体候補において果実

中のポリフェノールオキシダーゼ活性に差異が

みられた〔(1)③〕。

・低グルテリン・低グロブリン・低アミロースの

Ｆ７世代49系統を作物研究所に移譲し、品種

登録のための試験を実施中である〔(3)②〕。

（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

中期計画：

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、各種放

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。

①ガンマ線とイオンビーム照射による線量反応及び

変異率の比較（放射線育種場）

半致死線量 (LD50) から生存にほとんど影響を及

ぼさない範囲での葉緑素変異の頻度は、100MeVヘ

リウムイオンが最も高く、次に320MeV炭素イオ

ンで、220MeV炭素イオンとガンマ線は同程度で

あった。得られた葉緑素変異数に占める、albina、

xantha、viridis、その他の出現比率は、いずれの線

種においてもalbinaの出現比率が最も高く、viridis

がそれに次ぎ、イオンビーム間及びガンマ線の間で

明確な差異が無かった。ギニアグラスのアポミクシ

ス遺伝子近傍領域は交叉が抑制されていることが示

唆された。また、220MeV炭素イオンビームによる

LD50は約40Gyであった。さらに、フローサイトメ

トリーを用いた調査で、ゲノムサイズがイネの1.3

倍程度であると推定された。

②効率的な突然変異誘発技術の開発（放射線育種場）

キクについて線量率を変えてガンマ線を15Gy、

30Gy、60Gyを照射した結果、総線量が同じであれ

ば、線量率が違っても変異頻度は同じであった。一

方、総線量が同じであっても線量率が低くなると核

DNA量の減少は小さくなった。このことから、線

量率を低くして総線量を高くすることで、障害の

少ない変異体を高い変異頻度で得やすいことが明ら

かとなった。ソバは抗酸化能の向上を目的として選

抜した。急照射の場合、系統選抜よりも個体選抜の

方が抗酸化能は向上した。また緩照射の場合も系統

選抜よりも個体選抜の方が抗酸化能が向上した。個

体選抜については急照射区が最も抗酸化能が向上し

た。以上の結果、系統選抜よりも個体選抜の方が抗

酸化能が向上する傾向にあった。

③誘発突然変異と形質転換を利用した育種・機能解

析素材作出法の開発（放射線育種場）

ナシ「幸水」において自家和合性変異候補部位

が3つあった。クワ変異系統へのガンマ線照射によ

り内層が復帰したと推定される突然変異体を2個体

得た。また、これまでに内層及び表皮からの復帰

突然変異体と推定されていた個体から再分化させ

たシュートの形態はこの推定を支持するものであっ

た。器官別照射方式の開発として、チャの挿し木・

種子に対するイオンビ－ム照射の適正線量の概要を

把握した。ガンマフィ－ルドから採取したチャ葉の

成分分析を行い、成分変異体候補系統を選抜した。

選抜対象の重点化のため材料のガンマ線源からの距

離とカテキン含有量の関係を明らかとした。リンゴ

のポリフェノール関連突然変異体候補において果実

中のポリフェノールオキシダーゼ活性に差異がみら

れた。クワのガンマ線及び自然突然変異体に野生型

品種に比べ、葉の抗酸化能の高い系統があった。

（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

中期計画：

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
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伝性等の解析を行って耐病性素材を作出する。

①木本性作物の耐病性突然変異体の誘発・選抜技術

の開発と素材作出（放射線育種場）

ナシ黒斑病耐病性品種「おさゴールド」の不定

芽由来個体では、「おさゴールド」及び「二十世紀」

と同じPCRバンドパターンを示すものがあり、「お

さゴールド」のキメラ性が確認され、さらに不定芽

利用によりキメラ性の解消が可能であることを示し

た。「放育印度」の交配後代における耐病性個体の

出現割合は、斑点落葉病り病性品種「印度」の後代

より高く、その耐病性は遺伝するものと考えられた。

チャ炭疽病抵抗性検定において、1枚の葉を分割供

試しても結果が安定していることから、このことに

よる検定法の効率化を行った。また、1個体を分離・

区分けして抵抗性の判定を明確化し、これにより抵

抗性素材候補を3系統選抜した。ガンマ線及びイオ

ンビームを照射したナシ「南水」において黒斑病耐

病性変異体は得られなかった。

（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

中期計画：

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。

①イネ突然変異体利用による遺伝子単離と機能解析

（放射線育種場）

ウ エ ス タ ン 法 に よ りLHC（Light-harvesting 

complex：光補集性複合体）タンパク質ファミリー

の老化時の安定性を検討した。その結果、野生型で

は老化時に全てのLHCファミリーが分解するのに

対し、突然変異体「nyc1」ではLHCIIを構成するサ

ブユニットのうち、「Lhcb5」サブユニット以外は

分解が抑制されていることが判明した。これは老化

時のLHC分解は個々のメンバーに特有の制御を受

けていることを示す。

突然変異体「nyc3」の原因遺伝子をマップベース

クローニングにより特定した。候補遺伝子は葉緑体

局在型の加水分解酵素をコードしていた。この遺伝

子の発現解析を行った結果、老化時のみならず健常

葉でも発現が観察され、サイトカイニンにより発現

が顕著に抑制されることを明らかにした。

②イネの新規用途突然変異体の効率的選抜手法の開

発及び単離（放射線育種場、分子遺伝研究グループ）

低グルテリン・低グロブリン・低アミロースのＦ

7世代49系統を作物研究所に移譲し、品種登録のた

めの試験を実施中である。イネ突然変異系統につい

てはガンマ線及びイオンビーム照射由来の約6万系

統のM2種子を採種し、併せてそのDNA抽出を1/3

程度の系統について終了している。突然変異体の逆

遺伝学的スクリーニング方法についてはガンマ線誘

発突然変異は欠失が非常に大きいか小さいかに二分

される傾向があり、PCR法の適用には不向きである

と考えられた。そのため、TILLING法を適用し、そ

の検出感度を上げるためにガンマ線照射法を急照射

から緩照射に変更して大きい欠失をできるだけ少な

くし、さらに照射時期を減数分裂期以降に限定しキ

メラの発生を防ぐことにより、より多くの個体のバ

ルク化を検討中である。

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

【要　　約】

・ダニアレルゲン発現米の免疫寛容効果に対す

る評価系を構築した。改変Derf2発現米を経口

投与したところ、1週間の経口投与で抗原特異

的 IgG及び IgEの誘導を抑制することができた。

Derp1の主要ドメインを発現させた米を経口投

与した場合、わずかな抗原特異的 IgEや IgGの

低下が見られるのみであった。以上から、ダニ

抗原を経口投与することで、免疫寛容を誘導で

きることが明らかになった〔(1)①〕。

・積雪地を除く広い地域で安定多収を発揮し人工

飼料に添加可能な桑新品種「あやのぼり」を育

成した〔(2)②〕。

（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

中期計画：

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
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率的に蓄積する植物個体を作出する。

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（新生物資源創出研究

グループ）

導入遺伝子産物の特定オルガネラでの集積技術

の開発では、小胞体内腔のタンパク質のフォール

ディング及び分別に必須のシャペロンタンパク質の

機能解明が望ましい。ミュータントパネルからジス

ルフィド結合を触媒するPDI(PDIL-3)の変異系統の

ミュータントホモを選抜し、種子タンパク質蓄積に

及ぼす影響を解析した。各種マウス系統を用いて、

免疫方法について検討を行った結果、CBA/Jマウス

に対して腹腔内投与を行うことでDerp1、Derf2抗原

に対する特異的 IgE及び IgG抗体の発現を誘導でき、

ダニアレルゲン発現米の免疫寛容効果に対する評価

系を構築できた。 改変Derf2発現米を経口投与した

ところ、1週間の経口投与で抗原特異的IgG及び IgE

の誘導を抑制することができた。 一方、Derp1の主

要ドメインを発現させた米を経口投与した場合、わ

ずかな抗原特異的IgEや IgGの低下が見られるのみ

であった。これらの結果から、ダニ抗原を経口投与

することで、免疫寛容を誘導できることが明らかに

なった。

（２）遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの

構築と、効率的周年人工飼料育のためのクワ系統の

素材化

中期計画：

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。

①遺伝子導入カイコの周年・安定生産システムの構

築（昆虫生産工学研究グループ、昆虫新素材開発研

究グループ）

カイコを宿主とするBmNPVと他の昆虫を宿主と

するAcNPVをハイブリッドにしたウイルスから作

成された、ハイブリッドベクターは経口感染性が低

かった。BmNPVとハイブリッドベクターをカイコ

に注射し、病蚕体液に含まれるウイルス量を比較し

たところハイブリッドベクターを注射した病蚕体液

内のウイルス量は、BmNPVベクターを用いた場合

の約1/100であった。カイコを用いて物質生産を行

う場合、カイコのみに感染するBmNPVベクターを

使用すべきであることが示唆された。

②効率的周年人工飼料育のための桑系統の素材化

（昆虫生産工学研究グループ）

3組合せの交雑を行い、1,880本の実生苗を養成

し、その中から個体選抜に供試する342個体を選出

した。個体選抜においては、植付3年目の圃場から

系統選抜に供試予定の16個体を選出した。系統選

抜においては植付1～ 5年目の51系統について、「し

んいちのせ」及び「みつみなみ」を対照品種として

栽培特性の調査を行った。その結果、植付3年目の

3倍性系統「本99－02」は、多収で機械収穫に適し

た形態的特性性を示したことから系統適応性検定試

験候補系統として注目された。桑品種改良指定試験

の特性検定試験で、「鹿97－05」が強いクワ萎縮病

抵抗性を示した。16年度に人工飼料添加用に適す

る桑品種として種苗法による品種登録を行った「あ

やのぼり」(旧系統名：東90－11)は、17年6月に登

録出願が公表された。

2）生体機能模倣技術の開発

【要　　約】

・ハロゲン光源、青色発光ダイオードとフォトダ

イオードを利用したセンサ素子を構築し、リポ

ソームでの刺激応答の計測に成功した。また、

ラクトース修飾絹フィブロインが線維芽細胞の

培養基材として絹フィブロインより適している

ことが示された〔(1)①〕。

・飛翔行動の神経電位活動を測定する多チャネル

マイクロ電極をエポキシ樹脂で製作した。この

電極の電気特性は良好で、羽ばたき運動中のカ

イコガから背縦走筋の筋電位を4チャネルで同

時計測できた〔(2)①〕。

（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

中期計画：

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
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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。

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（昆虫新素材開発研究グループ）

ハロゲン光源あるいは青色発光ダイオードとフォ

トダイオードを利用するセンシングデバイスを構

築し、表面処理したフォトダイオード表面に固定化

したリポソームによるセンシングに成功した。脂質

膜とMOSFETから構成される受容タンパク質利用

センシング用デバイスの構築手法を確立し、高感度

な刺激応答検出が可能であることを確認した。ラク

トース修飾絹フィブロインを基材に用いて一週間培

養したマウス線維芽細胞の細胞数及び細胞形態の経

時変化を調べた結果から、修飾絹フィブロインが絹

フィブロインより細胞増殖に適していることが示さ

れた。リポフェクション法によりカイコ絹糸腺に一

過性に外来遺伝子を導入できることを確認し、リポ

ソーム注入量等の最適化が完了した。

（２）微小電極等の利用による飛翔行動等の生体機能

計測手法の開発

中期計画：

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。

①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（昆虫新素材開発研究グループ）

エポキシ樹脂製マルチチャネルマイクロ電極を設

計し、製作した。電極表面はポリイミドで絶縁処理

を施して、生体内でチャネル間信号の混信が起きな

いようにした。電極インピーダンスや位相角等の電

気特性を調べたところ、筋電位や神経電位等の生体

電気信号の周波数領域では良好な特性を示した。羽

ばたき運動中のカイコガから背縦走筋の筋電位を計

測したところ、4チャネル同時計測でき、SN比も昨

年より格段に向上した。

3）生物機能の改変による新規用途生物
の開発

【要　　約】

・天敵昆虫ヒメハナカメムシ類の核とmtDNAに

おける多型的DNA部位を検出し、系統関係を

解析するためのマーカーの有効性を確認した。

ハダニに加害されたチャが、天敵カブリダニを

誘引する揮発性化学物質を放出することを明ら

かにした〔(1)①〕。

・3分子種のP450分子種を導入した形質転換体を

水田に近い特定網室で栽培し、除草剤であるア

トラジン、メトラクロールに対する環境付加軽

減能の比較評価を行った。形質転換体を栽培し

た場合では、非形質転換体を栽培した場合と比

較して、いずれの農薬においても、植物体中及

び土壌における残留農薬量が減少することが判

明し、環境負荷化学物質軽減作物としての利用

が期待できた〔(2)①〕。

（１）ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法

の確立

中期計画：

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。

①ヒメハナカメムシ、カブリダニ等の系統解析法の

確立（昆虫適応遺伝研究グループ）

ヒメハナカメムシ類の核とmtDNAにおける多型

的DNA部位を検出し、系統関係を解析するための

マーカーとしての有効性を確認した。これらDNA

マーカーを幅広い昆虫類に適用するための方法も検

討した。ケナガカブリダニの行動特性の違いがハダ

ニ制御効果等に影響を与えることを明らかにした。

ハダニ加害植物への応答は、複数の揮発性化学物質

の学習によるものと考えられた。DNAマーカーを

利用した解析により、カブリダニの遺伝的多様性を

長期間維持できる室内飼育方法を明らかにした。ケ

ナガカブリダニの飼育個体数による遺伝的多様性の

変化をマイクロサテライトマーカーで測定したとこ

ろ、個体数が少ないほうが遺伝的多様性の減少が大

きかった。タイリクヒメハナカメムシ野外個体群間

の遺伝的変異をマイクロサテライトマーカーにより
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解析した結果、100km程度離れた個体群間でも差が

検出されなかった。

（２）環境負荷物質の低減及び環境修復のための組換

え植物の作出

中期計画：

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。

①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（新生物資源創出研究グループ）

3分子種のP450分子種を導入した形質転換体を、

特定網室でより水田に近い条件下のもとで栽培し、

除草剤であるアトラジン、メトラクロールに対する

環境負荷軽減能の比較評価を行った。その結果、形

質転換体を栽培した場合では、非形質転換体を栽培

した場合と比較して、いずれの農薬においても、植

物体中、及び土壌における残留農薬量が減少する

ことが判明し、環境負荷化学物質軽減作物として

の利用が期待できた。また、3種類の遺伝子 (carAa, 

carAc, carAd )及び2種類の遺伝子 (carAa, carAc )を組

み込み、さらにapoplast及びcytosolへの移行性シグ

ナルを付けたバイナリーベクターを合計4種類構築

した。これらのベクターを用いてキュウリへの遺伝

子導入を行い組換えキュウリを作出した。

４）新素材及び新蚕糸技術の開発

【要　　約】

・カイコ育種素材248系統の試験育を実施し、こ

れまでに構築したカイコ遺伝資源ＤＢに加え育

種素材系統英文版を公開した〔(1)①〕。

・フィブロインスポンジの固さが繊維芽細胞の増

殖に影響を与える可能性が示唆され、その原因

の一つとしてスポンジの多孔質構造の変化が考

えられた〔(3)①〕。

・セリシンホープの天然構造・熱分解挙動を明ら

かにするとともに、側鎖にリン酸基を有する改

変セリシンを作出した。1台の繰糸機で嵩高性

や偏平性等５種の形態に関する生糸を繰製可能

な装置を開発した。1本の繭糸で人工皮膚及び

人工血管用基材に適用でき素材を創出する方法

を開発した〔(4)②〕。

・新素材の開発基礎研究では、生体に安全な溶

媒系を使い、ホーネットシルクを粉体、フィル

ム等各種形態への成形する方法を確立した。ま

た、ジョロウグモの糸タンパク質の遺伝子解析

から、アミノ酸配列の一部を明らかにした〔(3)

①〕。

（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

中期計画：

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。

①セリシン蚕等の特異な繭糸質を有する蚕品種の育

成及び飼育技術の開発（昆虫生産工学研究グループ、

昆虫適応遺伝研究グループ）

「セリシンホープ」のセリシンを使った食品や化

粧品を試作した。また、広食性遺伝子の導入を試み

た。さらに、育成したカロチノイドを分泌するセリ

シン蚕は、一頭当たり約2.5mgのカロチノイドを含

む50mgのセリシン繭を安定して生産でき、抗酸化

性や抗菌性、紫外線吸収性が若干高まった。セリシ

ン溶解性や繭糸強度、強健性系統は、素材化に個体

の選定が必要であることがわかった。捕捉日射量を

変数とし、推定値が実測値の5%以内となるクワ乾

物生長予測モデルを開発した。また、クワ側芽は昼

間の温度が33℃を超えると再発芽する事や、桑品

種によって繭収量が異なることがわかった。カイコ

育種素材248系統の試験育を実施し、検索機能を付

加した英文版データベースを公開した。

（２）キチン、フィブロイン等を用いたファインケミ

カル等機能性素材の開発

中期計画：

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。



研
究
の
実
施
状
況

0
7
3

①キチン、フィブロイン等を用いた精密化学製品等

機能性素材の開発（昆虫新素材開発研究グループ）

臭化リチウムの添加によってキチン多孔質ミク

ロスフェアを調製した。テオフィリンの放出は無

細孔と比べて速く完了し、粒径が小さいほど放出は

速かった。カブトムシ幼虫クチクラから、超臨界二

酸化炭素によってオレイン酸、パルミチン酸とリノ

シール酸が抽出された。絹膜をプロテアーゼで生分

解する前後でチロシン残基の分子環境がどのように

変化するかをラマンスペクトルで分析した。850と

830cm-1に現れるピークの強度比は、1.83から3.04

に増加し、絹分子から突き出たチロシン残基が先ず

酵素作用を受け、チロシン残基の分子環境は次第に

疎水的になることが示唆された。

（３）絹フィブロイン等生体高分子の理化学的特性の

解明と創傷被覆材等への利用技術の開発

中期計画：

絹タンパク質であるフィブロイン、セリシ

ン等昆虫やクモに特異的なタンパク質につい

て、成分の単離、回収法を検討するとともに、

その高次構造、化学的特性等を解明し、材料

特性と機能発現との関係を検討して新素材設

計の知見を得る。また、創傷被覆材、化粧品

等医療素材、生活素材への利用技術を開発す

る。

①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（昆虫新素材

開発研究グループ）

RT-PCRより得られたセリシンＡの一次構造は、

1,271アミノ酸からなり44%のセリン残基を含むも

のであった。分子内には86残基周期の反復配列が

存在した。セリシンMはセリシンＡより結晶化しや

すく不溶化しやすいことが、フィルムの湿熱処理に

より確認された。電顕観察により、後部絹糸腺由来

フィブロインがリン脂質膜を貫くことを立証した。

オートクレーブ処理後の再生絹フィブロインもリン

脂質膜を貫く現象が観察された。生体に対して安全

な溶媒系を使ってホーネットシルクを精製する新た

な素材化プロセスを確立し、血清存在下における高

い細胞非接着活性を有することを見出した。ジョロ

ウグモの糸タンパク質のアミノ酸配列を明らかにし

た。クモの糸の柔軟性はシート構造を含む2次構造

の変化と、熱力学的な作用が関与することが示唆さ

れた。フィブロインスポンジの圧縮弾性率が繊維芽

細胞増殖率に影響を与える可能性が示唆され、柔ら

かいスポンジほど増殖率が高い傾向にあることがわ

かった。スポンジ構造のフィブロイン2次構造が経

時的に変化することが固体NMR解析より確認され

た。

（４）昆虫由来色素等の抽出・機能評価、新衣料素材

の作出及びシルクの機能性利用と加工技術による生

活用素材の開発

中期計画：

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。

②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（昆虫生産工学研究グループ）

核磁気共鳴法により、セリシンの天然構造・熱

分解挙動を明らかにするとともに、側鎖にリン酸基

を有する改変セリシンを作出した。古代甲冑に用い

られている繭糸の特性を明らかにするとともに、現

有する蚕品種「小石丸」、「大草」、「紹興」について

生糸の性状評価を行った結果、江戸時代のものに近

い性状であることがわかった。絹、綿、毛を高温で

焼成して特性評価を行ったところ、細菌に対する抗

菌活性はいずれの繊維にも認められ、絹の活性値が

最も大きかった。1台の繰糸機で嵩高性のもの偏平

なもの等、5種の形態の生糸を繰製できる装置を開

発した。1本の繭糸で人工皮膚及び人工血管用基材

を創り出す方法を開発し、精練 (セリシン除去 )後、

フィブロイン溶液を定着させることにより、フィブ

ロインのみで形態を固定させる方法を開発した。
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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

【要　　約】

・オオムギ条性遺伝子vrs1を単離することに成功

し、222アミノ酸残基からなる転写因子をコー

ドしていることを明らかにした。サトウキビ属

について葉緑体ゲノムの多様性を利用して系統

解析を行い、属内6種を明確に分類した系統樹

を初めて作成した〔(1)①〕。

・イネ白葉枯病菌のマクロアレイ解析により、

hrp遺伝子群に属さない6つの遺伝子を同定し、

そのうちの2つには転写開始点の上流にHrpX

が認識する共通配列 (PIP Box)が存在している

ことを明らかにした〔(1)②〕。

・インゲンマメ及びササゲの21種類のSSRマー

カーをアズキ連鎖地図に集積した。これまでに

構築した3種類の連鎖地図情報を統合し、全長

が約854cM、マーカー総数が896個のアズキコ

ンセンサス連鎖地図を構築した〔(2)①〕。

・動物遺伝資源では、遺伝的特性を維持しつつ繁

殖形質を改良するため、種畜候補個体にのみ改

良方向に対する制限を付加した最良線形不偏予

測法（P-RBLUP法）を開発した。植物遺伝資

源では、マイクロアレイのシグナルを確率分布

として表す方法を用いて、発現が日周変動する

イネ遺伝子の候補を選定した〔(2)②〕。

（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

中期計画：

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。

①オルガネラ遺伝子情報等に基づく植物の多様性の

解析（遺伝資源研究グループ、新生物資源創出研究

グループ）

イネ属における種子タンパク質を解析し、O.alta

のグルテリン酸性サブユニットの特徴と、O. 

officinalis  complexを含む３系統で調節領域のプロラ

ミンboxに変異があることを明らかにした。染色体

の分子構造に基づき、祖先イネを栽培イネ日本型亜

種に近縁な系統群、インド型亜種に近縁な系統群、

これらの中間型の系統群の3集団に分割した。サト

ウキビ属については、葉緑体ゲノムの多様性を利

用して属内の系統解析を行い、サトウキビ属6種を

明確に分類した最初の系統樹を作成した。オオムギ

条性遺伝子vrs1を単離することに世界で初めて成功

し、222アミノ酸残基からなる転写因子をコードし

ている事を明らかにした。

②植物病原微生物のゲノム構造における病原性関連

遺伝子群の解析（遺伝資源研究グループ）

イネ白葉枯病菌のゲノム全体を網羅するマクロア

レイシートを作成し、それによってhrpX遺伝子ま

たはhrpG遺伝子の制御下におかれる遺伝子につい

て野生株との発現量の比が3倍以上となる遺伝子領

域を解析した結果、hrp遺伝子群に属さない6つの

遺伝子を同定した。そのうちの2つには転写開始点

の上流にHrpXが認識する共通配列 (PIP Box)が存在

していることを明らかにした。2成分制御システム

に関わるセンサー遺伝子と予測された48個を選抜

し、42遺伝子については相同組換え法により遺伝

子破壊株を作出し解析した結果、XOO2724(rpfC)と

XOO3712及び3714の3つのセンサーが病原性に関

与していることを明らかにした。また、マクロアレ

イ解析用のツールとしてクローンとORFを効率的

に管理するためのビューワーと発現結果を表示する

ためのビューワーの開発を行った。

③遺伝子情報等に基づく植物病原微生物の多様性解

析（遺伝資源研究グループ）

糸状菌ではダイズSDS関連菌種についてこれま

でに新種記載を行った5種に加え , 新たにアルゼン

チン及びブラジル産の１新種を見い出した。ダイ

ズSDS関連菌種、ムギ類赤かび病関連菌種につい

て複数の遺伝子領域についてDNA塩基配列データ

を得、種特異的配列を探ると共に、F. graminearum, 

F. asiaticum, F. cerealis  について Histone H3、MAT、

reductase  の3遺伝子領域における種特異的DNA塩

基配列を精査し、迅速な種同定のために種特異的
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PCRプライマーを設計し、その実用性について検討

した。Xanthomonas  属細菌では、X. axonopodis  各病

原型を対象とし、病原性遺伝子hrpXと必須な遺伝

子gyrB間の分子進化について比較解析し、少なく

とも3つのサブグループに類別されることが明らか

になった。また、X. oryzae  の2つの病原型を同定す

るプライマーを設計した。

（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

中期計画：

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。

①野生種を対象とした集団動態解析手法の開発（遺

伝資源研究グループ）

インゲンマメ及びササゲの21種類のSSRマー

カーをアズキ連鎖地図に集積した。これまでに構

築した3種類の連鎖地図情報を統合し、全長が約

854cM、マーカー総数が896個のアズキコンセンサ

ス連鎖地図を構築した。これまでにアズキで作成し

た292種類のSSRマーカー、462個のAFLPマーカー、

他のマメ科作物由来の21種類のSSRマーカー及び

121個のRFLPマーカーのゲノム分布が明らかにな

り、インゲンマメの連鎖地図との対応関係を推定で

きた。ダイズについては、遺伝子拡散が検出可能で、

かつダイズゲノムを幅広くモニターできるマイクロ

図８　アズキ(n = 11)の基本連鎖地図の一部

　　　赤：SSR(マイクロサテライト)マーカー、青：RFLPマーカー、黒：AFLPマーカー
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サテライトマーカーを作成し、これらを用いて自生

集団内で見つかった形態的中間体が、栽培ダイズと

野生ダイズの自然交雑に由来すること、また野生ダ

イズ集団内の自然交雑率が平均約3％であることを

明らかにした。

②遺伝資源情報を利用した特性評価法と遺伝資源集

団の多様性維持理論の構築（遺伝資源研究グループ）

動物遺伝資源では、遺伝的特性を維持しつつ繁

殖形質を改良するためには、種畜候補個体にのみ

改良方向に対する制限を付加した最良線形不偏予測

法 (P-RBLUP法 )を用いることが有効であった。コ

ンピュータシミュレーションによる数値実験の結

果、P-RBLUP法は産子数のような遺伝率の低い形

質に対して特に高い効果を示した。したがって、

P-RBLUP法による種畜の選抜は、小集団の維持を

効率的に実施できると結論づけた。植物遺伝資源で

は、マイクロアレイのシグナルを一つの定量値では

なく実験誤差を考慮した確率分布として表す方法を

開発し、イネのマイクロアレイ実験データに適用し

て遺伝子のクラスタリングを行ったところ、発現が

日周変動する遺伝子の候補をより多く選定できた。

（３）イネ栽培種等植物の環境適応機能及び重複遺伝

子等の機能の多様性解析

中期計画：

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。

①植物の限界環境適応機構に関わる分子機能の多様

性解析（遺伝資源研究グループ）

ブロムグラス由来低温誘導性分泌型キチナーゼ

遺伝子を導入したブロムグラス細胞を解析したとこ

ろ、発現されたキチナーゼは、キチナーゼ活性はあっ

たが、各種条件下でも不凍活性はなかった。ノーザ

ン解析の結果、本遺伝子は低温や高温で発現するが、

ABAやジャスモン酸、塩処理等では発現しないこ

とがわかった。本遺伝子を導入したイネでは、野生

型より若干生育がよいことがわかった。新規の氷核

活性物質の特許申請を進めている。オオムギ品種「ア

ズマムギ」(秋まき性 )×「関東中生ゴール」(春ま

き性 )の交配から組換え自殖系統99系統を作成し、

圃場に秋播きし、穂期関連QTLの解析を行った結

果、新規の未知遺伝子を含む5つの出穂期関連QTL

をマッピングすることができた。

（４）物質生産性等微生物の有用機能の多様性解析

中期計画：

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。

①微生物の生物間相互作用に関わる遺伝子の解析

（遺伝資源研究グループ）

イネいもち病菌と非病原性菌(Aspergillus属菌)の

遺伝子比較により、いもち病菌特異的な病原性関連

遺伝子の抽出と機能解析を行った。その結果、糸状

菌の菌糸生長、胞子形成、交配を制御する転写因子

が、イネいもち病菌では代謝を制御しており、いも

ち病菌の付着器への機能付与を行っていた。イネ穂

いもち圃場抵抗性遺伝子Pb1の座乗領域を35kbまで

限定した。この領域には、LZ-NBS-LRR class RGA

及びretrotransposon等6個の遺伝子が予測され、こ

れらの相補性試験に着手した。酵母キラータンパク

質による増殖抑制には標的細胞のcell-wall integrity

に関わるMAP kinase経路活性化が必要であった。

光合成細菌と各種酸生成細菌との混合培養により従

来の報告を大きく上回る水素発生効率を得た。

（５）家畜配偶子と胚（生殖質）の保存のための増殖

技術の開発及び野生植物等の生息域内保存のための

調査研究

中期計画：

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
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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。

①ブタ等生殖細胞からの胚作出系の開発（遺伝資源

研究グループ）

ヌードマウスの腎皮膜化に移植した原始卵胞卵母

細胞に種々のホルモン処理を施した結果、卵母細胞

へ減数分裂再開能を効果的に付与し初期胚への発生

能を改善できる処理は、2週間の卵胞刺激ホルモン

の投与であることを明らかにした。また、ヌードマ

ウス体内で成熟させた精子を卵母細胞に顕微的に注

入した後、成雌ブタの卵管内に移植した結果、6頭

中1頭で受胎が示唆された。マイクロチップの流路

に精子を流すことにより、マイクロチップ内で受精

及び胚発生を進行させることに成功した。FKBP6

の野生型遺伝子をFKBP6欠損精巣内で発現させる

目的で、野生型遺伝子を組み込んだプラスミドを精

細管に注入し電気融合を行った。

②野生種集団における多様性の地理的分布の解析

（遺伝資源研究グループ）

イネ属Cゲノム種の標本及び遺伝資源収集地情報

と気象データ(年平均気温と年間降水量)をGIS(地

理情報システム )ソフトを用いて生態地理学的解析

を行い、各種の分布地点及び潜在的分布域を図示

した。その結果、生息域内保存に重要な地域が明ら

かになった。アズキ亜属に関して、新たに収集した

ラオスとミャンマーの遺伝資源を用いて、RAPD、

AFLP及びSSRによるDNA多様性解析を行い、これ

までに収集した遺伝資源との類縁関係や多様性の程

度及びその地理的分布を明らかにした。その結果、

ミャンマー南部で収集した未同定系統群が、これま

で知られている種には見られない独自の遺伝変異を

持つことを明らかにした。イネ属、アズキ亜属とも

に、これまでのDNA多様性解析、現地調査情報を

総合して生息域内保存のコア集団を決定した。

２）実験用動植物の開発

【要　　約】

・ミュータントパネルから1系統当たり25個体ず

つ生育させ、幼苗期、栄養生長期、出穂期、登

熟期の各時期に、計19日の観察を行い、1455

件の画像データを含む表現型情報を取得し、

データベース化した〔(1)①〕。

・遺伝疾患解析のためにY染色体のみが異なるマ

ウス群を17系統作出し、そのうち12系統が疾

患発症型であることを明らかにした。ウイルス

感染抵抗性遺伝子Mxを導入した疾患モデルマ

ウス16系統を作出した〔(2)①〕。

（１）ミュータントパネルの作出

中期計画：

合計4万系統の作出を目標に、イネ・レトロ

図９. 抗WASP一本鎖型イントラボディ発現Tgマウスの作製とT細胞におけるIL-2産生の阻害

イントラボディDNAの
顕微注入

マウス受精卵

抗WASPイントラボディTgマウス

WASPWASP EVH1 VH/WH2,CH

TCR

PRRGBD

細胞外からの刺激

細胞内シグナル伝達

T細胞抗原レセプター

scFv

IL-2産生 細胞骨格制御

顕著に低下 正常

Tgマウス由来T細胞

WASPWASP EVH1 VH/WH2,CH

TCR

PRRGBD

scFv

Tgマウス由来T細胞の
機能解析
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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。

①ミュータントパネルの作出と表現型データベース

の構築（分子遺伝研究グループ）

17年度は621系統の残量の少なくなった系統に関

して増殖を行った。1系統当たり25個体ずつ生育さ

せ、幼苗期、栄養生長期、出穂期、登熟期の各時

期に、計19日の観察を行い、1,455件の画像データ

を含む表現型情報を取得してデータベース化した。

データベースをPostgreSQL Ver.8.1.1にアップグレー

ドした。取得したデータはミュータントパネルデー

タベースより公開済みである。

（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

中期計画：

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。

①免疫不全及び炎症性疾患モデルマウスの作出（生

体防御研究グループ）

代謝異常症モデルマウスを用いた遺伝解析につ

いて、合計17系統に由来するY染色体の比較から、

疾患発症型Y(12系統 )と非発症型Y(5系統 )の存在

を確認した。また、Y-Dh/+系統間にのみ精巣重量

の差が認められたが(Y-+/+系統間には認められな

い )、疾患発症型とは相関しなかった。したがって、

Dhは2つ以上のＹ染色体遺伝子と相互作用するこ

とが明らかとなった。また、感染症モデルマウス開

発のため、ウイルス感染抵抗性遺伝子Mxを導入し

たモデルマウスを16系統作出した。

（３）形質転換ブタ作出技術の開発・改良

中期計画：

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。

①形質転換ブタ作出のための個別技術の高度化と技

術体系の構築（発生分化研究グループ、生体防御研

究グループ）

核移植に体外成熟卵子を用いる場合、成熟過程に

おける卵子の老化を防ぐことが重要である。カフェ

インは、卵子の老化に伴う細胞質中のmaturation 

promoting factor (MPF)の低下を抑制することから、

カフェイン添加による核移植胚の発生能を調べた。

その結果、カフェインの添加により、時間を経た卵

子における異常分割が抑制され、体細胞核の染色体

様形成が維持されることが明らかになった。また、

体外成熟卵子の成熟過程において重要な働きをして

いる卵丘細胞の機能を明らかにするため、マイクロ

アレイにより体外成熟培養前後における遺伝子群の

発現の変化を調べた。その結果、成熟の前後期それ

ぞれにおいて特徴的に発現する遺伝子群が明らかに

なった。

3）組換え動植物作出のための基盤技術
の開発

【要　　約】

・シロイヌナズナのRad51Cの変異体は相同組換

え頻度が低下すること、Rad51Cが減数分裂の

進行に必須なこと、Rad51Cはホリデージャン

クションの解消に関わること等がわかった。ま

た、サイクリンB1:1が相同組換えを制御して

いる可能性が示された〔(2)①〕。

・吸水させたコムギ、ダイズ、イネ、ハクサイ、

ソルガム等の完熟種子をアグロバクテリウムの

菌液に浸して減圧処理を施し、減圧解除後にエ

レクトロポレーションを行った。約1週間の育

成を経てGFP遺伝子の発現を確認し、一過的

な発現データを取りまとめて「新規遺伝子導入

方法」という位置づけで特許出願を行った〔(3)

①〕。

・西洋ナタネと在来ナタネでは異種にして容易に

交雑し雑種ができるが、雑種強勢は見られず、

雑種の花粉稔性は低下する傾向にあった。また

雑種種子は莢内で発芽しやすい傾向があり環境

適応度が高まることはないと考えられる〔(6)
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①〕。

・トランスポゾンによる組換え昆虫の作出では、

これまでに開発した技術を総合し標準システ

ムを完成させた。本システムを用いて、新たに

遺伝子導入ベクターを開発するとともに、多く

の遺伝子を導入したトランスジェニック系統の

作出に成功した。また、昆虫の遺伝子機能の解

析のためのエンハンサートラップ系については

ジャンプスターター系統を作出した〔(4)①〕。

・カイコ胚子由来の無血清培地培養細胞株の作出

と細胞増殖能並びにBmNPV組換えウイルスの

発現能に優れた無血清培地を作出した〔(4)②〕。

（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

中期計画：

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。

①新規のプロモーター及び発現ベクターの開発（新

生物資源創出研究グループ）

当研究の過程で、アグロバクテリウム内バイ

ナリーベクターのコピー数と植物に組込まれる

T-DNAコピー数との間に正の相関が示唆されたた

め、アグロバクテリウムでプラスミド複製に関与す

る repA遺伝子の低コピー変異型を有するミニバイ

ナリーベクター (骨格サイズはわずか4～ 5kb)を構

築して植物に導入し、形質転換体を得た。16年度

マイクロアレイ解析によって選抜された幼穂特異的

発現遺伝子のプロモーターにGUS遺伝子を連結し、

イネに導入した。また、ノーザン解析でサイトカイ

ニンによって発現量が増加することが明らかになっ

たイネ遺伝子の約2.1 kbのプロモーター領域をGUS

遺伝子に連結し、イネに導入した。GUS活性を指

標に、本プロモーターが維管束基部並びに発根直後

の根において機能すること、根端においてはサイト

カイニン処理で活性化されることを明らかにした。

（２）高等植物における相同組換え技術開発のための

要因解析

中期計画：

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。

①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（新生物資源創出研究グループ）

シロイヌナズナのRad51Cの変異体は相同組換え

頻度が低下する事、Rad51Cが減数分裂の進行に必

須な事、Rad51Cはホリデージャンクションの解消

に関わる事がわかった。また、サイクリンB1:1が

相同組換えを制御している可能性が示された。最近

酵母のRad54遺伝子をシロイヌナズナにおいて過剰

発現させるとジーンターゲッティング頻度が飛躍的

に向上する事が報告されたが、我々はシロイヌナズ

ナのRad54変異体は正常に生育する事を見出し、ま

た酵母、植物のRad54遺伝子を過剰発現させるベク

ターを構築し、アラビドプシス、イネに形質転換し

た。

（３）コムギ等難培養性作物における形質転換技術の

開発・改良

中期計画：

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。

①コムギ及びダイズの形質転換技術の開発及び改良

（新生物資源創出研究グループ）

吸水させたコムギ、ダイズ、イネ、ハクサイ、ソ

ルガム等の完熟種子をアグロバクテリウムの菌液

に浸して減圧処理を施し、減圧解除後にエレクトロ

ポレーションを行った。約１週間の育成を経てGFP

遺伝子の発現を確認し、トランジエント(一過的な )

発現データに基づき、「新規遺伝子導入方法」とい

う位置づけで特許出願を行った。ダイズ高感染性ア

グロバクテリウムKAT23株Soy2株の感染特異性を

調べたところ、KAT23株はEHA105株の野生株C58

株よりダイズへの感染性が高い結果を得た。KAT23

株の病原性をなくしたSoy2株を用いたダイズへの

形質転換の実験系を作るために工夫した。ムギ類

形質転換は、新規にコムギの形質転換技術の開発を

進め、パ－ティクルガン法を用いることにより、コ

ムギ形質転換体を獲得できる見通しが得られつつあ

る。今後、ムギ類遺伝子の本格的な機能解明を進め

るためにも、ムギ類形質転換技術をさらに発展させ
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安定手法として確立していくこととする。

②直接遺伝子導入法の開発（新生物資源創出研究グ

ループ）

エレクトロポレーションを用いて遺伝子導入した

コムギT1世代については、97個体においてPCRで

nptⅡ遺伝子を確認した。T2世代について供試した

3系統の内1系統にG418耐性の個体を確認し、それ

ら24個体についてPCR検定を行ったところ23個体

でnptⅡの存在を確認した。

国産アグロバクテリウムを利用し、植物ホルモン

非依存的に増殖するカルスを得た。また、サイトカ

イニン合成酵素とGFP遺伝子をイネ胚盤組織に導

入し、GFPを発現するドーム状の (不定芽原基様 )組

織を形成させる事に成功した。インジェクション

法については、改良等により一過的発現の効率は上

昇したが形質転換体が得られるまでには至っていな

い。今年度新たに発芽種子へのアグロポレーション

処理を行い、多くの個体において一過的発現が観察

された。

（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

中期計画：

トランスポゾンによる組換え体昆虫の作出に

おいて、トランスポゾンの転移活性の改良等

により、組換え体作出効率を向上させるとと

もに、発現能力の高いウイルスベクターを開

発する。また、初代培養法の改良等により、

簡便で容易な昆虫細胞株作出技術を開発し、

作出された培養細胞の機能解析を進める。微

生物等の異物を認識して応答する培養細胞

を選抜して昆虫生体防御反応の実験系を開発

し、先天性免疫関連遺伝子の転写因子を解明

する。

①トランスポゾンの改良等に着目した有用物質発現

系構築のための組換え昆虫及び組換えウイルス作出

技術の開発（昆虫生産工学研究グループ）

トランスポゾンによる組換え昆虫を作出するた

めに開発したこれまでの技術を総合し、標準的なシ

ステムを完成させた。その結果、多くの新たな遺伝

子を導入したトランスジェニック系統の作出に成功

した。また、トランスジェニックカイコを用いた組

換えタンパク質生産のためのGAL4/UASシステムを

深化し、容易に目的タンパク質遺伝子を導入するベ

クターを作出した。さらに、遺伝子機能の解析のた

めのエンハンサートラップ系についてはジャンプス

ターター系統が作出された。さらに脳神経特異的に

働くGAL4-RNAiによる行動遺伝子解析系を確立す

るとともに、ヒトFMR1遺伝子を導入した組換え昆

虫を作出した。

②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（昆虫生産工学研

究グループ）

SV40-T遺伝子導入による昆虫の血球細胞の株化

誘導は見られなかった。新たに作出された数種の

培養細胞株の特性解明が進んだ。カイコ卵巣由来細

胞株BmN4細胞を脂肪細胞へ分化誘導する薬剤の影

響は、脂肪蓄積に3種の薬剤 (インシュリン、デキ

サメタゾン、IBMX)の強い誘導が示され、デキサ

メタゾン単独でも形態変異に一定の効果を示した。

BmFABP1遺伝子のプロモーター領域の詳細な解析

によって、この遺伝子の発現を抑制する領域が見つ

かり、その配列を含むオリゴDNAを用いたゲルシ

フトアッセイによりこのオリゴDNAに結合するタ

ンパク質が昆虫のBmN4細胞の抽出液中に存在する

ことがわかった。新たにカイコ胚由来の無血清培養

細胞系を樹立し、細胞系による効率的なバキュロウ

図10　カイコ無血清培養細胞株(上)及び細胞内での

核多角体ウイルス多核体の形成(下)
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イルス発現系を開発した。免疫誘導される抗菌活性

遺伝子の研究ではプロテアーゼによる阻害の有無が

見られ、免疫誘導様式に2種類あることがわかった。

実験系として昆虫細胞株(Cam)のクローンを複数選

抜し、セクロピンB発現の誘導性を確認した。

（５）社会的受容性の高い新規選抜技術の開発

中期計画：

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。

①社会的受容性の高い新規選抜技術の開発（新生物

資源創出研究グループ、生理機能研究グループ）

葉緑体への遺伝子導入用として変異型アセト乳酸

合成酵素遺伝子 (mALS )をマーカーとしたベクター

を作製した。またNPTII遺伝子の核導入時の発現

を抑制するコンストラクトをイネ及びタバコに導

入した。雄性不稔誘導では、単離13種のプロモー

ターに雄性不稔誘導用遺伝子(RNS2、CysP1、CP3、

BI1、LSD1 )を連結しシロイヌナズナに導入したと

ころ、A9::CysP1で効果がみられた。酵母由来の部

位特異的組換え酵素を、イネカルスで発現させる

ことにより高い頻度でマーカー遺伝子の除去を起

こすイネ系統、時期・組織特異的プロモーターで

発現させることにより次世代までにマーカー遺伝

子の除去を起こす系を確立した。多重遺伝子導入用

にホモ化個体を得るため選抜マーカーとしてS627I 

1点変異ALS遺伝子を持つpMHL7133ベクターで

形質転換したイネ及びS627I 1点変異ALS遺伝子

を持つpPALSベクター PSR-03(実用化ベクター )

並びにP171H/R172S 2点変異型ALS遺伝子を持つ

pMHL7133ベクターで形質転換したイネを作出し

た。一方、P171H/R172S 2点変異型ALS遺伝子を選

抜マーカーとするpTNベクター (実用化予定 )を作

製した。

（６）安全性評価手法の開発

中期計画：

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。

①組換え体の環境に対する安全性評価手法の高度化

（新生物資源創出研究グループ、発生分化研究グルー

プ、昆虫生産工学研究グループ、昆虫適応遺伝研究

グループ）

西洋ナタネと在来ナタネでは容易に交雑し雑種が

できるが、雑種強勢は見られず、雑種の花粉稔性は

低下する傾向にあった。雑種種子は莢内で発芽しや

すい傾向があり環境適応度が高まることはないと考

えられた。カイコ雄・クワコ雌間で生殖的隔離が存

在することが示唆されたが、その他の雌雄組合せで

は、完全な生殖的隔離は存在しなかった。また、カ

イコとクワコとの間で、ミトコンドリアcox1遺伝

子部分配列は有意な差を示した。その要因として

ヴォルバキアの感染を検討したところ、カイコでの

感染は確認できなかったが、クワコでは60％で感染

を示すPCR増幅サンプルを得た。GFP遺伝子を導入

したカイコで、4～ 5齢期における蚕糞中へのDNA

漏出を個体ごとに調査したところ、GFPのDNA漏

出に個体差が認められたが、腸内細菌由来のDNA

から、組換えカイコ由来のGFP遺伝子DNAは検出

されなかった。GFP遺伝子を導入したカイコ幼虫

で増殖したNPVの多角体をカイコ4齢幼虫に食下さ

せ、病死虫から多角体を精製して抽出したDNAに

はGFP遺伝子特異的な断片は検出されなかった。

Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・
増殖、配布、情報管理

【要　　約】

・ミャンマーで野生イネ等106点及び野菜類179

点、ベトナムでヤムイモ類7点、台湾で茶もち

病菌の共同探索、国内でのバクテリオファージ

の収集等、国内外の在来遺伝資源の収集や移譲

により植物約3千点、微生物約1千株、動物20

点 (新規10点 )を受け入れ、目標数を概ね達成

した〔(1)①〕。

・植物部門では、コアコレクションの作成を進め、

DNA多型情報を基に選定した世界イネ・コア

コレクションと日本在来イネ・コアコレクショ

ンは種子を増殖し参考配布を開始した〔(1)②〕。

・イネゲノム配列に高度かつ精度の高いアノテー

ション(生物学的注釈)の付与したRAP(Rice 

Annotation Database)を公開した〔(2)②〕。
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（１）遺伝資源の探索・特性評価・素材化

中期計画：

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。

①遺伝資源の探索・収集と在来種、野生種の遺伝特

性の解析（ジーンバンク）

ミャンマーで野生イネ等106点及び野菜類179点、

ベトナムでヤムイモ類7点、台湾で茶もち病菌の共

同探索、国内でのバクテリオファージの収集等、国

内外の在来遺伝資源の収集や移譲により植物約3千

点、微生物約1千株、動物20点 (新規10点 )を受け

入れ、目標数を概ね達成した。なお、ロシアと協力

してサハリンでダッタンソバの探索を行ったが、収

集はできなかった。中国新彊ウイグル自治区では果

樹遺伝資源を、パプアニューギニアではマメ類、野

生イネ等を対象に共同現地調査を行い、後者は合

意に基づいて国内に導入した。ミャンマーから導

入したイネ遺伝資源約250点と果樹類約40点を無

毒化し、イモ類5点の無毒化を継続実施中である。

IPGRIからの委託によりアジアのエゴマとハトムギ

遺伝資源の保存と利用に関して多様性を明らかに

し、日本在来エゴマに関する集団遺伝学的解析から

硬実エゴマ集団は半栽培的な農家保存によって多様

性が維持されていることを明らかにした。新しいダ

イコン炭疽病菌を収集し再同定を行い、キンギョソ

ウ炭疽病の原因菌Colletotricum destructibumを同定

した。

②遺伝資源の特性評価・素材化とタンパク質・核酸

情報に基づく特性評価法の高度化

（ジーンバンク、ゲノム研究グループ）

植物約20万点 (延べ項目数 )、微生物約7千点、動

物約800点の特性調査を行うとともに、近縁野生種

等を用いて育種素材化を進めた。植物部門では、コ

アコレクションの作成を進め、DNA多型情報を基

に選定した世界イネ・コアコレクションと日本在来

イネ・コアコレクションは種子を増殖し参考配布を

開始した。世界イネ・コアコレクションを用いて連

鎖不平衡解析による対立遺伝子検索を開始し、モチ

性や低アミロース性の澱粉粒結合型澱粉合成酵素遺

伝子の変異を解析した。また、QTL分析により根

組織構造の形態変異に関連する染色体領域を検出

マーカー 実際の判定

sample

ABR495 ABR257 ADL262 ABR15 ABR417
名古屋
である

名古屋
ではない

名古屋の
遺伝子型 230/230

（期待値） 
327/327
（期待値） 

106/106
（期待値） 

262/262
（期待値）

122/122
識別率
（期待値）

識別率
（観測値）

n or 122/w
（期待値） n n

ブロイラー 95 0.318 0.072 0.071 0.791 0.517 99.93% 0  95 100%

純粋種 純粋種小計 130 0.022 0.434 0.150 0.448 0.052 99.997% 0 130 100%

白色レグホン  17 0.250 0.046 0.016 0.413 0 100% 0  17 100%

ロードアイランドレッド  17 0 0.250 0.465 1.000 0 100% 0  17 100%

白色プリマスロック（Ａ系統）  20 0.001 0.754 0.055 0.366 0 100% 0  20 100%

白色プリマスロック（Ｂ系統）   9 0.049 0.522 0.028 0.522 0 100% 0   9 100%

レッドコーニッシュ  11 0 0.303 0.250 0.563 0.024 100% 0  11 100%

横斑プリマスロック  29 0.031 0.286 0 0.050 1.000 100% 0  29 100%

ニューハンプシャー  27 0.028 1.000 0.735 0.927 0.163 99.69% 0  27 100%

表９　ブロイラー及び純粋種における、名古屋コーチンの遺伝子型の期待される出現頻度と識別率、及び実際の判

定結果と識別率
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した．Aゲノム野生稲のコアコレクション作成を開

始した．微生物部門ではカボチャ白斑病菌とラナン

キュラス株枯病菌の病原特異性を明らかにし、ジー

ンバンク所蔵のバクテリオファージについて形態的

特性解析を行った。動物部門では、ベトナム、イン

ドネシアの在来鶏及び日本鶏のマイクロサテライト

DNAによる評価を行い卵殻強度に関連する形質の

QTL遺伝子領域を決定した。また、名古屋種、比内

鶏等、在来鶏を用いて生産される銘柄鶏肉(名古屋

コーチン )の識別法を開発した。

（２）遺伝資源の保存・管理と特性情報の高度化

中期計画：

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。

①遺伝資源の長期保存・品質管理と増殖・保存技術

の改善（ジーンバンク）

平成17年度末で、植物約23.6万点、微生物約2.2

万株、動物878点を保存するとともに、種子の再増

殖等によりアクティブコレクション点数を拡充し

た。植物部門では、桑冬芽の超低温保存数を750点

とし、イグサでは約40点の培養多芽体を作成する

とともに、実用的な超低温保存法の開発を進めた。

また、バレイショ、サトウキビ培養茎頂の超低温保

存法の実用化試験及び開発研究を開始した。微生物

部門では糸状菌・細菌・酵母の保存法の評価を行い、

ほぼ100%近い生残率で保存が行われていることを

再確認した。Pythium属及びPhytophthora属の計15

種33菌株を液体窒素気相に5年間保存した結果、32

菌株の生存が確認された。動物部門では、ニワトリ

について小国、烏骨鶏の始原生殖細胞 (PGC)の追加

超低温保存を行うとともに、蚕精液の超低温保存法

の改良を試みた。

②遺伝資源の情報管理・提供システムの高度化と遺

伝資源情報の公開（ジーンバンク、遺伝資源研究グ

ループ、ゲノム研究グループ）

17年度は、遺伝資源 (植物，動物、微生物 )の保

存管理と情報の高度化に向けて、遺伝資源の在庫

管理システムの開発・改良及び特性データの統一

的管理のためのスキーマ作成、データ管理システ

ムの開発を実施した。また、ジーンバンクホーム

ページの改良を行い、提供データの充実化を図っ

た。DNAバンクでは、最新のDNA等情報を収集し、

類似性検索及びキーワード検索に供した。また、イ

ネゲノム配列に高度かつ精度の高いアノテーション

(生物学的注釈)の付与したＲＡＰ (Rice Annotation 

Database)を公開した。イネゲノムリソースセンター

では、2次元バーコード管理システム、Web上か

らの分譲依頼システム、在庫管理データベースシ

ステムの実践的な評価を実施し、問題なく稼動す

ることを確認した。マイクロアレイ解析において

は、質の高いアレイ研究支援体制の整備に努めた。

図11　易変異因子によるアワのアミロ－ス合成遺伝子の多様性と分子進化

　　　 左：アワのアミロ－ス合成遺伝子の変異　　右：対立遺伝子の地理的分布
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表10　平成17年度　研究資源の投入状況・成果

なお、各研究課題について、交付金研究、受託研究、科研費等別に、予算額、研究員数、ポスドク数 (17年度

中の雇用が6ヶ月未満は0.5人、それ以上は1.0人とした )、成果等の一覧を示した(表10)。

大
課
題

研　究　資　源

成　果

運営費交付金 受託研究費 科研費等 合　　　計

予算額

（百万円）

研究員数

（人）

ポスドク数

（人）

予算額

（百万円）

研究員数

（人）

ポスドク数

（人）

予算額

（百万円）

研究員数

（人）

ポスドク数

（人）

予算額

（百万円）

研究員数

（人）

ポスドク数

（人）
原著論文 IF値合計 IF値合計 総説等 特許等

Ａ 1 21.2 3.0 0.0 319.6 6.7 9.5 3.1 0.6 0.0 343.9 10.3 9.5 22 81.1 3.7 6 0

Ａ 2 44.1 8.8 1.1 407.3 17.6 19.3 10.4 0.8 0.0 461.8 27.1 20.4 25 50.6 2.0 5 12

Ａ 3 53.2 7.9 1.5 65.2 3.2 2.5 6.6 2.1 0.0 125.0 13.2 4.0 34 157.8 4.6 4 1

Ａ 4 33.1 5.8 0.0 47.7 1.6 4.0 8.3 1.3 0.0 89.1 8.7 4.0 10 25.1 2.5 2 3

Ａ 5 181.4 30.9 6.0 290.3 15.2 9.1 34.1 4.6 0.3 505.8 50.7 15.4 29 35.7 1.2 9 11

Ａ 6 110.4 19.0 4.7 241.1 14.8 14.8 20.0 1.4 0.0 371.5 35.2 19.5 32 65.1 1.8 9 2

Ａ計 443.4 75.4 13.3 1,371.2 59.0 59.2 82.5 10.8 0.3 1,897.1 145.1 72.8 152 415.4 2.7 35 29

B1 38.3 3.1 1.5 77.0 1.7 3.5 0.0 0.0 0.0 115.3 4.8 5.0 3 17.5 3.5 2 10

B2 5.6 0.7 0.0 29.0 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 34.6 3.6 0.5 2 2.0 1.0 0 1

B3 14.2 3.6 0.0 26.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 7.3 0.0 0 0.0 0.0 1 2

B計 58.1 7.4 1.5 132.8 8.3 4.0 0.0 0.0 0.0 190.9 15.7 5.5 5 19.5 2.3 3 13

C1 11.6 2.2 0.5 68.7 1.2 3.5 0.0 0.0 0.0 80.3 3.4 4.0 0 0.0 0.0 0 1

C2 5.0 1.9 0.0 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 2.7 0.0 2 0.0 0.0 0 0

C3 10.1 1.5 0.0 11.2 1.7 0.0 1.6 0.5 0.1 22.9 3.7 0.1 8 10.0 1.3 3 0

C4 42.2 14.0 0.0 15.7 3.6  0.0 1.4 0.4 0.0 59.3 18.0 0.0 15 15.0 1.0 1 2

C計 68.9 19.6 0.5 99.0 7.3 3.5 3.0 0.9 0.1 170.9 27.8 4.1 25 25.0 1.0 4 3

D1 63.2 7.9 1.0 70.9 5.7 3.5 24.7 2.8 0.4 158.8 16.4 4.9 34 40.7 1.2 16 7

D2 15.6 2.4 0.6 3.8 0.2 0.0 0.9 0.4 0.0 20.3 3.0 0.6 8 24.8 3.1 0 1

D3 49.2 9.4 0.4 82.2 5.5 2.8 3.2 0.3 0.3 134.6 15.2 3.5 5 18.4 3.7 0 10

D計 128.0 19.7 2.0 156.9 11.4 6.3 28.8 3.5 0.7 313.7 34.6 9.0 47 83.9 1.8 16 18

E計 100.2 19.9 3.1 57.5 3.9 1.0 0.3 0.1 0.0 158.0 23.9 4.1 9 12.4 1.4 3 1

合計 798.6 141.9 20.4 1,817.4 89.9 74.0 114.6 15.3 1.1 2,730.6 247.0 95.5 238 556.2 2.3 61 64

人件費 4,303.9 4,303.9

委託費 548.7 1,625.6 0.6 2,174.9

共通費等 2,130.6 844.0 21.8 2,996.4

総計 7,781.8 141.9 20.4 4,287.0 89.9 74.0 137.0 15.3 1.1 1,2205.8 247.0 95.5 238 556.2 2.3 61 64
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2　専門研究分野を活かした社会貢献

（１）分析、鑑定

中期計画：

行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、高度

な専門的知識が必要とされ、他の機関では実

施が困難な分析、鑑定を実施する。

旧蚕糸・昆虫農業技術研究所の業務を引き継ぎ、

農業生物資源研究所は17年度も宮内庁紅葉山御養

蚕所の蚕種(小石丸)の微粒子病に対する母蛾検査

を行った。

（２）講習、研修等の開催

中期計画：

①講習会、講演会等を積極的に開催すると

ともに、国や団体等が主催する講習会等に積  

極的に協力する。

②他の独立行政法人、大学、国公立機関、民

間等の研修生を積極的に受け入れ、人材育成、

技術水準の向上、技術情報の移転を図る。ま

た、海外からの研修生を積極的に受け入れる。

③外部に対する技術相談窓口を設置し対応す

る。

①講習、研修等の開催と協力

「昆虫機能研究の進展と病害虫管理等への利用」

をテーマに、都道府県農林水産関係研究員を対象と

する短期集合研修を開催し、18名の参加があった。

産官学のバイオテクノロジー分野の研究者を対象と

する農林交流センターワークショップ (農林水産省

農林交流センターと共催 )を6回開催し、延べ117名

が参加した(表11)。また、遺伝子組換え作物に関

する研修会への講師派遣など、各種研究機関、団体

等の講習会、講演会等に、延べ47名の講師を派遣

した。17年度より、大学生を対象としたインター

ンシップ制度を設けて14名を受け入れた。

②研修生等の受入れ

17年度は、大学、独立行政法人及び公立試験研

究機関から講習生104名を受け入れ、技術指導など

を通じて、人材育成、技術水準の向上並びに技術情

報の移転に努めた。海外からはJICA、JIRCAS等か

ら研修生39名を受け入れ、海外の研究者の技術水

準の向上に寄与した(表12)。

表11　講習・研修等の開催実績

講習・研修名 期　間 参加人数

都道府県農林水産関係研究員短期集合研修

（昆虫バイテク関連）

農林交流センターワークショップ

・「イネオリゴマイクロアレイ解析」(第1回)

・「種子への遺伝子導入法の紹介」

・「生物機能解明のためのプロテオーム解析」

・「イネオリゴマイクロアレイ解析」（第2回）

・「ゲノムインフォマテフィクス」（初心者編）

・「分子マーカーを利用した有用形質の遺伝解析方法」

17.10. 4～10. 7

17. 5.18～ 5.20

17. 6.22     　 

17. 9.28～ 9.30

17.10.19～10.21

17.10.27～10.28

17.11. 7～11.11

18名

16名

29名

 8名

16名

18名

30名

表12　海外からの研修生の受入

経費負担先 国 人数（名）

国際協力機構(JICA）

国際農林水産業研究センター（JIRCAS）

日本学術振興会(JSPS)

派遣者側負担

ジーンバンク

インド、バングラディッシュ、マダガスカル、タン

ザニア、タイ

中国、タイ、エジプト

インド、中国、ハンガリー、フィリピン、タイ、スロ

バキア、ドイツ、ブラジル

インド、中国、メキシコ、ウガンダ、アメリカ、韓国、

ロシア、タイ

パプアニューギニア、中国

 6

 4

11

15

 3

合　　　計 19か国 39
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③外部に対する技術相談

技術相談の窓口 (企画調整部情報広報課)を中心

として対応に努めた。なお寄せられた相談のうち、

蚕や絹に関する64件については、松本、岡谷キャ

ンパスにおいて面談し対応した。

（３）行政、国際機関、学会等への協力

中期計画：

①我が国を代表するバイオテクノロジーに関

わる研究機関として、行政、国際機関、学会

等の委員会・会議等に職員を派遣するととも

に、政府の行う科学技術に関する国際協力・

交流に協力する。また、行政等の要請に応じ

て、技術情報を適切に提供する。

②公立機関、民間等からの放射線照射依頼に

ついては積極的に対応する。

①行政部局への併任

農業生物資源研究所職員11名が農林水産技術会

議事務局、内閣府、人事院などへの併任となって、

専門知識を活かして積極的に協力した。

②専門家派遣

総務省、厚生労働省、文部科学省など国の委員等

11名、地方公共団体の委員等6名、他独立行政法人

の委員等40名、社団法人・財団法人の委員等22名

の延べ79名を派遣し行政等に協力した。また、延

べ92名の職員が国内学会及び国際機関・国際学会

の役員・委員等として協力した。

国際原子力機構 (IAEA)、国連食料農業機関 (FAO)、

農林水産省、文部科学省などからの要請に応じて延

べ31名の職員を海外で開催された委員会、会議等

に専門家として派遣した(表13)。

また、農林水産省、都道府県、大学等の要請に応

じて、研究開発に関する検討会や技術研修会等に延

べ47名を専門家として派遣した。

③放射線依頼照射の実施

放射線育種場において、6独立行政法人研究機関

から48件、6公立試験研究機関から27件、3大学か

ら8件、民間・個人等16か所から41件の依頼を受け、

合計124件の一般依頼照射を行った（資料２「遺伝

資源の配布及び依頼照射実績一覧」）。この他に協力

のために計19件の照射を行った。

3　成果の公表、普及の促進

（１）成果の利活用の促進

中期計画：

①研究成果は外部の評価により、直ちに利活

用できる (普及に移しうる )成果を中期目標

の期間内に10件以上選定する。

②行政、生産者等が利用可能な各種のマニュ

アル、データベース等を作成するとともに、

農林水産省研究ネットワーク等を活用して、

成果の普及、利活用の促進に努める。

③国際的な動向に対応して遺伝資源の配布

手続きを簡素化し、他の独立行政法人、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

表13　海外への専門家派遣

　　 経費負担先 　国、地域 件数

国際原子力機構 （IAEA）

国連食糧農業機関（FAO）

国際農業研究協議グループ（CGIAR）

国際トウモロコシ・小麦改良センター （CIMMIT）

農林水産省

文部科学省

（独）日本学術振興会

相手側

インドネシア

イタリア

イタリア

フィリピン

フランス

韓国、マレーシア2、インド2

タイ、スロバキア

ポーランド、ラオス2、タイ2、オーストラリ

ア2、スイス、メキシコ、モロッコ、中国5、ア

メリカ、イギリス、ミャンマー、インドネシ

ア

1

1

1

1

1

5

2

19

合　　　計 17か国 31
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主要研究成果名 分類

カイコ 2型濃核病ウイルス抵抗性遺伝子の単離と解析 知的貢献

アズキ連鎖地図の構築 知的貢献と技術開発

易変異因子によるアワのアミロース合成遺伝子の多様性と分子進化 知的貢献

名古屋コーチンの DNA 識別方法 技術開発と農業生産

細胞内発現抗体 (イントラボディ )を用いたタンパク質機能ドメイン解析法の開発 知的貢献と技術開発

クワは乳液で昆虫の食害から身を守る 知的貢献

カイコ無血清培養細胞株の作出と有用タンパク質大量生産への利用 技術開発と生物産業

フィトクロム突然変異体を用いたイネの光応答反応の解析 知的貢献

スギ花粉症緩和米のマウスでの有効性確認 技術開発

表14　平成17年度の主要な研究成果

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。

①普及に移しうる成果

各研究グループ長等から提出された候補課題につ

いて、複数の研究グループ長等が審査を行い、農業

生物資源研究推進戦略会議での検討を経て、主要研

究成果9件を選定した。これらは「平成17年度の主

要研究成果」(資料５ 「平成17年度の主要な研究成

果」)として印刷・配布するとともに、所ホームペー

ジ上で公開した。このうち農業生産または生物産

業に分類された2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14)。この結

果、5年間での普及に移しうる成果の合計は22件と

なり、5年間の目標数10件を上回った。

15年度に選定した成果2件のフォローアップを実

施した。普及状況は次のとおり。「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」

は、農業現場等に普及するための実証展示の段階に

あり、2品種が「ひたちスマイル」と「ひたちポニー」

の販売名で、常陸大宮市と許諾契約を結び、販売に

向けた苗を増殖し、準備中である。「斑入り観賞用

パインアップルの新品種候補「沖縄16号」」は、農

業現場等に普及するための実証展示の段階にあり、

品種名は「ナツヒメ」となり、パイナップル研究会

（営農集団）と現地栽培契約を結び、苗の増殖を図っ

ている。

②研究リソースの提供

イネゲノムリソースセンターを中心として研究リ

ソースの整備を進め、海外を含めて配布を行った。

ゲノムリソースセンターの配布可能なリソースは、

約32,000クローンのイネ完全長cDNA、約5万系統

のレトロトランスポゾンTos17を用いた遺伝子破壊

系統、遺伝子解析材料7集団であった(表15)。平成

17年度 (4月～翌年3月 )の各材料の配布実績は表16

のとおりであった。イネ完全長cDNAが410件、2,322

クローン、Tos17変異系統が178件、946系統、遺

伝子解析材料が47件、2515系統となった。完全長

cDNA、Tos17変異系統ともに、日本、中国、韓国、

アメリカの順にリクエストが多かった。また、ＤＮ

Ａバンクでは、イネEST、イネRFLPマーカー、イ

ネYAC及びブタEST、ブタBACを整備し、配布を

実施した。17年度の配布実績は、イネリソースで

は、ESTが8件、44クローン、RFLPマーカーが1件、

192クローン、ブタリソースでは、個別BACクロー

ンが2件、135クローン、スクリーニング用BACプー

ルDNAが3件、37セットであった。ゲノム情報及

びゲノム解析ツールをより広く利用してもらうため

に、17年度にイネゲノムリソースセンターでイネ

オリゴマイクロアレイ研修2回とゲノムインフォマ

ティクス初級編研修1回を行い、合計54名の参加が

あった。また、マイクロアレイ解析の利用環境を整

備した施設（オープンラボ形式）の利用者は91名

であった。ゲノム情報利用研究会等を開催し、第2

回イネアノテーション・つくば会議 (RAP2)が16年

度のRAP1を経てイネゲノムの全遺伝子がアノテー

ションされた。マニラで開催された第5回国際イネ

遺伝学会に合わせて、主要なイネ研究者がイネアノ

テーション・マニラ会議で議論を行い、この結果と

合わせて2006年2月1日～ 3日に農林水産センター

電農館で第2回イネアノテーション・つくば会議
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(RAP2)を実行した。新規に決定された完全長cDNA

両端配列等もデータセットに加え、遺伝子座として

51,498が予測され、そのうち31,507において発現が

確認された。約6,000の遺伝子座で新規もしくは更

新されたアノテーション情報があったためこれらを

全て精査し、イネの全遺伝子アノテーションを更新

することが出来た。約50人が、以下の国もしくは

地域から参加した：Canada, China, France, Germany, 

India, Japan, Philippines, Switzerland, Taiwan, UK, USA

ジーンバンクが保存する遺伝資源(図12)に対す

る配布要請に応じ、植物遺伝資源5,891点、微生物

遺伝資源1,085点、動物遺伝資源41点、イネDNA51

点、ブタDNA236点、原蚕種560蛾、交雑原蚕種

205蛾、交雑蚕品種1,604蛾、保存蚕品種96蛾、桑

の接穂・苗木475本の配布を行った(資料２「遺伝

資源の配布及び依頼照射実績一覧」)。

③ゲノム情報の提供

農業生物資源研究所ホームページ上に、16年度

公開したイネ発現遺伝子データベース、ブタ EST

データベース、イネゲノムリソースセンターの

データベースなどの他にイネアノテーションプロ

ジェクトのデータベースを 12月に新たに公開した

( 図 13)。また、IRGSPから Pseudomolecules of the 

Rice Genome の改訂版 4.0を公開した。ブタ完全長

cDNAライブラリーに基づく ESTに 35,000を追加

して計 138,000配列を公開した。これらのゲノム情

報に関する農業生物資源研究所の HPは、世界中か

ら毎日たくさんのアクセスを受けており、日本ばか

りでなく世界のゲノム研究の推進に大いに寄与して

リソース名／区分 　　リソースの整備状況

塩基配列 国際コンソーシアム全体では、370.7Mb(95.3%)を完全解読

（残りの部分は繰り返し配列が多く解読が困難)

日本は全体の55％を完全解読

完全長cDNA 約32,127クローンの配布可能

遺伝地図 染色体部分置換系統群 2種類93系統

戻し交雑自殖系統群 3種類365系統

半数体倍加系統群 1種類210系統

ミュータントパネル ミュータントパネル 約5万系統

表現型データベース 約4万系統

破壊遺伝子データベース 約6千系統(約2万件）

プロテオーム ２次元電気泳動ゲルデータ 25件

データベース登録タンパク質 15,980件

(アミノ酸配列情報5,890)

マイクロアレイ 完全長cDNA情報を利用した、約2万スポットアレイの市販
オープンラボ形式によるアレイ解析用機器の一般利用推進

DNAバンク cDNAライブラリー 48,562クローン

RFLPマーカー 1,713クローン

YACフィルター 7,606クローンをスポット

表15　イネゲノム研究におけるリソースの整備状況

表16　イネゲノムリソースセンターの配布実績

研究材料の種類 配布件数 クローン（系統）数

イネ完全長cDNA

Tos17変異系統

　　遺伝解析材料

　　個別系統

　　集団　日本晴／カサラスBIL(98系統)

　　　　　日本晴／カサラスCSSL(54系統)

　　　　　コシヒカリ／カサラスBIL(182系統)

　　　　　コシヒカリ／カサラスCSSL(39系統)

　　　　　ササニシキ／ハバタｷBIL(85系統)

　　　　　ササニシキ／ハバタキCSSL(39系統)

　　　　　アキヒカリ／コシヒカリDHL(210系統)

410

178

 13

  3

  8

  5

  7

  3

  8

  0

2,322

  946

   39

  294

  432

  910

  273

  255

  312

    0

計　635  　   計　5,783
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いる所である ( 表 16、資料 6「農業生物資源研究所

が公開している主なホームページ一覧」)。

④研究所刊行物

農業生物資源研究所の研究成果をわかりやすく

紹介するために平成 16年度から発行を開始した

「NIASアグリバイオサイエンス・シリーズ」の第 2

号「バイオインダストリー－有用物質生産のための

動植物昆虫工場－」を平成 18年 1月に、第 3号「昆

虫機能利用研究」を平成 18年 3月に出版した。

成果の普及、利活用の促進のために、研究所ニュー

ス (4回 )、研究所年報、Annual Report、研究成果情

報、研究所資料を発行し、所ホームページ上で公開

した。ジーンバンクから「平成 16年度農業生物資

源ジーンバンク事業実績報告書」、「微生物遺伝資源

利用マニュアル (18)及び (19)」、「微生物遺伝資源

探索収集調査報告書第 18巻」「動物遺伝資源探索調

査報告書第 15号」、「植物遺伝資源探索導入調査報

告書第 21巻」を発行した。

⑤ホームページによる情報提供

研究所のホームページを始め、イネゲノム、ジー

図12　ジーンバンク種子保存施設

図13　新たに公開したイネアノテーションプロジェクトのデータベース
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ンバンク等のホームページについては随時更新し、

最新の情報を提供した（資料Ⅵ「農業生物資源研

究所が公開している主なホームページ一覧」）。カイ

コゲノムについては中国で決定された塩基配列を追

加、またブタゲノムについては 52,000個の ESTを

追加するなど拡充を進めた。16年度の所公式ホー

ムページへのアクセス件数は 600万回を超えた（表

18）。リソース関係のホームページには特にアク

セスが多く、農業生物資源研究所ジーンバンクや

DNAバンクには特にたくさんのアクセスがあった。

（２）成果の公表と広報

中期計画：

①研究成果は国内外の学会、シンポジウム

等で発表するとともに、中期目標の期間内に

1,740報以上の論文を学術雑誌、機関誌等に

公表する。

②研究成果については、その内容をインター

ネットや「つくばリサーチギャラリー」や「展

示室」の展示等を通じて公開に努めるととも

に、重要な成果に関しては、適宜マスコミに

情報を提供する。また、パブリックアクセプ

タンスの確保に努める。

表18　原著論文のインパクトファクター別公表状況

インパクトファクター 掲載論文数 主な学術雑誌名

10 以上

5以上 10 未満

2以上 5未満

2未満

9(12)

21(19)

72(88)

136(178)

Nature
Plant Cell
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America
Genes and Development
Molecular Cellular Proteomics
Nucleic Acids Research
Journal of Proteome Research
Plant Journal など
Proteins- Structure Function and 
Bioinformatics
Biochemical Journal
Plant and Cell Physiology
Journal of Bacteriology　など
Integrative and Comparative Biology
Veterinary Immunology and Immunopathology
Journal of Animal Science
Theriogenology　など

合　　計 238(297)

表17　農業生物資源研究所の主なウェブサイト／データベースのアクセス件数

ウェブサイト／データベース （アドレス） 　　　アクセス件数

所公式ウェブサイト (http://www.nias.affrc.go.jp) 24,798,277

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

（http://www.gene.affrc.go.jp/index_j.html) 886,750

農林水産 DNA バンク (http://bank.dna.affrc.go.jp/) 30,527,631

イネゲノム研究プログラム (RGP） (http://rgp.dna.affrc.go.jp/) 3,721,880

イネ完全長 cDNA データベース (KOME) (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/cDNA/) 10,161,872

イネ発現遺伝子データベース (RED) (http://red.dna.affrc.go.jp/RED/) 177,150

RicePIPELINE (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/) 93,636

ミュータントパネルデータベース (http://tos.nias.affrc.go.jp/~miyao/pub/tos17/) 873,060

イネマイクロアレイサテライト (RMOS） (http://cdna01.dna.affrc.go.jp/RMOS/main.html) 577,731

イネゲノムリソースセンター (RGRC) (http://www.rgrc.dna.affrc.go.jp) 105,878

カイコゲノム研究プログラム (SGP） (http://www.nises.affrc.go.jp/sgp/SGP.htm) 988,352

家畜ゲノムデータベース (AGP） (http://animal.dna.affrc.go.jp/agp/index-j.html） 69,889

ブタ EST データベース (PEDE) (http://pede.dna.affrc.go.jp/) 722,704

合　　　　　　　計 73,704,810

※蚕糸関連遺伝資源データベース、Silk New Wave は、ログ解析ソフトの変更により、17年度はデータなし。

（　）内の数字は16年度の実績
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①論文等

17年度における研究成果の発表は、論文等299(原

著論文238、総説・単行本61)であった。また、デー

タベース・マニュアル等15、解説・紹介・技術資料、

学会・シンポジウム・研究会等での発表620件を行っ

た(表18、資料３「研究業績一覧(原著論文・総説・

単行本)」)。

表19　主な17年度TV放映・雑誌等掲載一覧(生物研関連)

年月日 媒　体 事　　　　　　　　　　項

17.04.11 雑　　　誌 SCIENCE NEWS The Weekly Newsmagazine of Science：

Vol.167 No.16 246p

Rice with a Human Touch ： Engineered grain uses gene

from people to protect against herbicides.

17.05.20 雑　　　誌 日経バイオビジネス　第50号　66-68ｐ

マーケットハイライト　コエンザイムQ10

供給量改善で差異化のステージへ

17.05.31 雑　　　誌 日経バイオテク　第570号　11p

生物研　花粉症緩和米を隔離圃場に作付け

17.08.04 テ　レ　ビ テレビ東京  8:00- 9:00

「朝はサプリメント！」桑に意外な健康効果が!?

新種桑の実で意外な健康効果が！

17.08.09 テ　レ　ビ ＮＨＫ総合　  4:00- 8:13

「おはよう日本」稲の遺伝子は3万7000余

17.08.28 テ　レ　ビ ＴＢＳ　 17:30-18:30

「報道特集」不思議な能力を持つ動物　遺伝子組み換えに

批判も続々誕生！組み換え生物

17.09.14 テ　レ　ビ ＮＨＫ総合 12:00-12:20

「NHKニュース」”花粉症に効果”　研究用の米を収穫

17.10.15 ラ　ジ　オ 茨城放送   6:35- 7:00

「土曜の朝はオレンジオレンジ気分」－土曜じゃーなるコーナー

－コエンザイムQ10について

17.11.11 テ　レ　ビ テレビ東京　 23:00-23:58

「ワールドビジネスサテライト」特集　新ブランド鶏

17.12.25 テ　レ　ビ 東京ＭＸテレビ　番組名：世界は今  8:30- 9:00

18.01.14 テ　レ　ビ 日本テレビ　「世界一受けたい授業」 19:57-20:54  

18.01.25 ラ　ジ　オ Ｊ－ＷＡＶＥ　「Rendez-Vous（ランデヴー）」 15:40-15:50　

INTO THE LIFEコーナー　花粉症緩和米について

18.02.04 テ　レ　ビ ＮＨＫ教育テレビ　「サイエンスＺＥＲＯ」 19:00-19:44

極限環境生物の不思議に迫る

18.02.12 テ　レ　ビ ＮＨＫ教育テレビ　「ＮＨＫジュニアスペシャル」 18:00-18:45　

人体３　遺伝子　ＤＮＡシリーズ」（１）

－ふしぎびっくり！遺伝子ワールド－

18.02.19 テ　レ　ビ ＴＢＳテレビ　「がっちりマンデー !!」花粉症対策  7:30- 8:00　

18.03.04 テ　レ　ビ テレビ朝日　「ドスペ!」 19:00-21:00　

健康マネ－術！あなたは健康にいくら払いますか？

18.03.06

--.03.31

ケ ー ブ ル

テ　レ　ビ

ＡＣＣＳＴＶ　「研究所探訪」農業生物資源研究所　前編 毎日

12:30-12:55、

22:00-22:25
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②広報活動等

アグリビジネス創出フェア、アグリビジネス創出

農林水産・食品関係新技術開発フェア、アグリビジ

ネス創出産学官連携シンポジウム、近畿アグリビジ

ネス創出フェアなどに積極的に参画・出展して農業

生物資源研究所の成果の広報に努めた。

研究所内、つくばリサーチギャラリーにパネル等

を展示し、来場者に情報の提供を行った。

記者発表会5回、記者会への資料配付・お知らせ

9回、あわせて14回の報道対応を行った。また、新

聞、テレビ、雑誌等マスコミからの取材に積極的に

対応し、情報提供を行った。その結果、当研究所が

関係する記事が新聞に176件掲載され、テレビ、雑

誌等に研究成果が17回紹介された(表19)。

「－きて！みて！ふれる！生命科学の不思議－」

というテーマで、農業生物資源研究所の一般公開を、

本部・大わし地区 (茨城県つくば市 )は4月20日に行

い、1,767名の参加を得た。

また、大宮地区 (茨城県常陸大宮市 )は「放射線

で築く21世紀の農業」というテーマで4月20日に

行い、67名の参加、小淵沢地区(長野県北杜市)は

「家蚕遺伝資源と新しい絹の利用法」というテーマ

で9月17日に行い、116名の参加を得た。岡谷地区

(長野県岡谷市 )では、｢2005シルクフェア in おかや」

を4月29日に行い、267名の参加を得た。また、「2005 

Silk Summer Seminar in Okaya」を7月28日、29日に

行い、102名の参加、さらに、「シルク・サミット 

2005 in 駒ヶ根」を10月6日、7日に行い、229名の

参加を得た。

  日本国内より263件計2,881名 (16年度は157件

計2,293名 )、海外より23件計160名 (16年度は71件

計476名 )の視察者・来訪者の受入を行った。また、

農林水産省「消費者の部屋」、札幌市丸山動物園特

別展「昆虫学覧会」、「つくばちびっ子博士(つくば

市教育委員会主催 )」、「サイエンスキャンプ2005(日

本科学技術振興財団主催)」、TX開業記念事業「つ

くばのサイエンス＆テクノロジー」、TXテクノロ

ジーショーケース、アグリビジネス創出フェア、近

畿アグリビジネス創出フェア、つくばサイエンスツ

アー特別展示等、青少年、市民対象の各種イベント

にカイコの展示やパネル展示等で積極的に協力し、

科学技術への理解醸成を図った(図14)。

遺伝子組換え試験研究に関する情報を広く国民に

発信することにより国民理解の増進を図るため、「遺

伝子組換え研究推進室」から研究資料として「EU

加盟国における遺伝子組換え作物と非組換え作物と

の共存方策の動向」を出版した。遺伝子組換えイネ

(花粉症緩和米及び草型改変 )の第1種使用 (圃場試

験 )等の説明会を開催し、農業生物資源研究所内部

に設置した独自の組換え作物隔離圃場で花粉症緩和

米の試験栽培を行った (図15)。平成17年4月23日

の一般説明会には89名が参加した。意見として、「ス

ギ花粉症の実験は環境面より人体への影響について

早期に安全性評価に資するよう加速してほしい。ス

ギ花粉の害は明確なので、イネ花粉についての詳細

検討は最小限でよい」「除草剤耐性大豆と害虫抵抗

性トウモロコシの見学用栽培については賛成です。

要望として、一般農家(日本 )でどの程度の効果が

あるか、依頼栽培してデータを取り、消費者に示す

のもPA理解が進むと考えます」等。また、平成18

年3月17日の一般説明会には76名が参加した。「国

内で使用できる組換え作物の開発を、米だけでなく

進めてほしい」「欧米では様々なGM植物が開発さ

れているので、日本においても開発研究が行われる

ことは重要であると思う」「花粉症緩和米は食品で

はなく、医薬品として開発すべき」等の意見が聞か

れた。

図14　左　つくばちびっ子博士　　　右　サイエンスキャンプ2005

ブロッコリーからDNAを取りだす実験を始めます！

「DNA ってことばを聞いたことのあるひと？」たくさんいますね！

顕微鏡を覗きながら、カイコの解剖にチャレンジ！



研
究
の
実
施
状
況

0
9
3

（３）知的所有権等の取得と利活用の促進

中期計画：

①知的所有権の取得に努め、中期目標の期間

内に 200件以上の国内特許等を出願する。 ま

た、海外で利用される可能性、我が国の農

林水産業等への影響を配慮して、特許等の外  

国出願を行う。

②育種研究成果については、積極的に種苗法

に基づく品種登録を行うとともに、海外で利 

用される可能性、我が国の農林水産業等への

影響を配慮して、外国出願を行う。また、育

種研究成果の普及及び利用促進を図るため、

農林水産省の命名登録制度を活用し、中期目

標の期間内に５件以上の新品種及び中間母本

の登録申請を行う。

③補償金の充実等により、知的所有権取得の

インセンティブを与える。

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。

①特許出願等

農業生物資源研究所知的財産権方針、技術移転方針

を策定することによって、職員に対し知的所有権の取

得を奨励し、17年度は国内特許出願 40件、外国出願

22件及びPCT出願 3件を行った (資料４「特許等取得・

品種登録一覧」)。その結果、13年度からの 5年間の

国内特許申請数の合計は 238件となり中期計画の目標

数 200件を上回った。

②品種登録等

品種出願及び国内品種登録は 17年度は 2件だった

(資料４「特許等取得・品種登録一覧」)が、13年度

からの 5年間の品種申請は合計で 23件であり、中期

計画目標値 10件は達成している。

③知的所有権の情報提供

17年度に登録になった特許 (国内 18件、海外 24件 )

を農業生物資源研究所ニュースに掲載し、広報した(資

料４「特許等取得・品種登録一覧」)。また、取得し

た特許については、情報を研究成果移転促進事業の事

業主体の社団法人農林水産技術情報協会に提供した。

知的所有権の許諾については、17年度新たに特許の

実施許諾契約を 4件締結した。また、17年度は許諾

契約に基づき、特許権 43件と実用新案特許 4件、育

成者権 49件の計 96件において 218万円の実施収入を

得た。14年度は 86万円、15年度は 580万円、16年度

は約 700万円だった。なお、16年度の実収入が高かっ

たのは、許諾期間中の収入が 16年度内に、一時金と

して入ったためである。700万円には、17年度分も含

まれている。

④ベンチャー企業の支援

17年度に新たにNIASベンチャー企業として抗体製

剤の開発と抗体の新規利用法の開発に係る事業を目的

とした「（株）プリベンテック」を設立した。また 15

年度に遺伝子診断サービス、実験器具の販売を目的と

して設立され、NIASベンチャー企業と認定した「(株 )

プレスクライブ・ゲノミックス」と絹タンパクを原料

としたスキンケア素材の開発と製造、販売事業を目的

とする「(有 )プロライフ」の 2社に対して、特許の許諾、

大わし地区の別棟実験施設における居室・実験室の利

用許可を与える等の支援を行った。

図15　隔離圃場での説明会と花粉症緩和米の栽培状況
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Ⅲ　予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

1　予算配分等

研究の重点化・戦略化を図るため所内制度として設

けた「研究活性化経費」により、合計40百万円を重

点配分した。その内訳は、①研究の重点化案に沿った

課題に対し30百万円(8件)、②シンポジウム等の支援

として1百万円(1件)、③重点研究推進のために16年

度から設置したQTLゲノム育種センター、遺伝子組換

え技術開発・情報センター及び昆虫遺伝子機能解析研

究センターに合計9百万円をそれぞれ配分した。また、

研究成果の有効活用のために、研究成果の特許等出願

経費(124百万円)等に重点配分した。

  運営費交付金のうち主なプロジェクト研究に係る

予算457百万円を、特別研究費として課題毎に重点化

して配分した。

一般研究費(運営費交付金)は、光熱水料等の全所的

経費を共通経費として確保し、また、全所一元的に執

行した方が有効な研究機械整備費等を別途確保したほ

かは、効率的かつ柔軟な配分を目的に、研究チーム等

への配分を研究グループ長等の裁量とした。

17年度の前半期終了時に、共通経費の中間精算と後

半期の執行計画の見直しを行い、節減等によって生じ

た額と当初予算配分後に確定した競争的資金からの管

理経費への充当分とを合わせ、予算の一部組替え配分

を行った。組替えの主な内容は、一般研究費への追加

配分が約70百万円、施設の効率的利用等のための設備

等整備費への追加配分が約30百万円であった。

平成15年度に設置した「将来構想委員会」を平成

17年4月に「体制準備室」へと発展させ、検討を進め

ていた長期的研究戦略構想をとりまとめ、次期中期計

画に反映させた。その中で次期の予算配分方式につい

ては、計画のより効果的な達成を図る観点から、研究

ユニットの組織規模に拘らず、研究課題毎に評価に基

づいて配分する戦略的配分方針を策定し、平成18年度

から実施することとした。

2　外部資金等

（１）外部資金等の獲得

中期計画等の事業推進に有効な競争的資金等の確保

を積極的に進め、政府等プロジェクトへ提案・参画す

ることにより研究資源の充実に努めた。その結果、17

年度は4,424百万円［農林水産省3,354百万円、文部科

学省397百万円、環境省16百万円、厚生労働省3百万円、

独立行政法人548百万円、国立大学法人10百万円、そ

の他96百万円］の受託研究経費等が確保された。

受託収入については、16年度とほぼ同額となったが、

17年度計画額は上回った。また、中期計画期間を通じ

ても計画額を上回る実績を収めており、当初計画通り

研究業務を実施することができた。

（２）その他自己収入の獲得

17年度は知的所有権収益において、特許権等の実

施許諾に伴う収入が16年度の約7百万円から約2百万

円に減少したことなどにより自己収入金額は減少した

が、中期計画期間を通じて自己収入の獲得に努め、17

年度計画及び中期計画額に対しては上回る実績を収め

ることができた(表20)。

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合　計 中期計画額

知的所有権収益

原蚕種等配布事業収入

依頼照射事業収入

遺伝資源配布事業収入

生産物売払収入

  767

  168

  454

1,056

  365

  855

  295

1,122

2,814

  262

 5,844

   138

   689

 3,878

   239

 6,985

   152

   768

 5,822

   141

2,185

   94

  530

6,650

  134

16,636

   847

 3,563

20,220

 1,141

 1,005

 1,120

 5,620

19,780

 2,800

合　　計 2,810 5,348 10,788 13,868 9,593 4,2407 30,325

表20　主な自己収入の推移 （単位：千円）

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

（17 年度は 3,216 千円）
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①受託収入の支出内容

経常費用 （受託収入分）

研究業務費

　 法定福利費 49,848,757 円

その他人件費 523,968,684 円

研究委託費 1,625,950,000 円

外部委託費 173,695,355 円

研究材料消耗品費 703,202,820 円

支払リース料 11,722,830 円

賃借料 2,117,254 円

旅費交通費 49,063,060 円

減価償却費 319,173,530 円

保守・修繕費 414,413,992 円

水道光熱費 262,716,178 円

備品費 95,204,619 円

諸謝金 2,509,134 円

国等返却予定機器費 85,541,505 円

図書印刷費 10,578,353 円

その他経費 44,063,538 円

計 4,373,769,609 円

※　上記以外に資産が 156,636,261円ある。

②外部委託費の内訳

運営交付金 受託収入

外部委託費計 656 百万円 1,800 百万円

　うち研究委託費 549 百万円 1,626 百万円

　うち調査委託費  31 百万円    82 百万円

　うちその他委託費  76 百万円    92 百万円

注） その他委託費の主な委託内容

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、

圃場管理等業務

③研究委託の成果

原著論文等 340件（90件）

知的財産権出願 　 31件（14件）

新品種及び中間母体   3件（ 0件）

普及に移しうる成果   0件（ 0件）

注）カッコ内は、独法の職員が論文著者等に含まれており、独法の数値目標としてカウントした件数であり内数
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3　経費の節約等

運営費交付金のうち主なプロジェクト研究に係る予

算457百万円を特別研究費として課題毎に配分したが、

配分に当たっては、16年度で研究終了した課題に係る

予算を継続課題及び新規課題に組み換えて、研究の重

点化・戦略化に沿った予算執行を行った。

研究機械整備費について、委員会において2次にわ

たる審査を実施し、研究の重点化と効率的な推進並び

に機器の共用など有効利用の観点から精査することに

より、整備計画額を31百万円（16年度実績１72百万円）

まで絞り込み、節減額を後半期の予算組替え財源に充

当した。

管理経費について、中でも大きな比重を占める光熱

水料を中心に節減の取り組みを行った。

電気料金と使用量を一体として低減させるため策定

した「省エネルギー（電気）中長期計画」（３カ年で

電気使用量の3％削減を目標）に基づき、エリア毎に

状況に応じた区分管理や効率的な運転調整が可能とな

る電気配線系統の見直し改修や計器類の整備、冷暖房

設備の省エネ基準による運転調整、エレベーターの一

部制限運転、照明器具や空調設備など電気設備の省エ

ネルギー型への更新等を行った。また、職員に対し、

時間外や不要箇所の消灯及び機器類の電源のこまめな

操作等を呼びかけ、省エネ意識の徹底を図った。

電力契約に当たっては、前年度に最大使用料を低減

したことにより可能となった契約種別の見直しや複数

年契約による割引などによって電力需給契約量と契約

料金を引き下げることができた。（対16年度比、17,422

千円の節減）

空調機熱源のコスト低減策としてガス式を採用した

ことから、ガス料金が増加した（対16年度比、4,900

千円の増加）が、電気料の節減と合わせて熱源全体と

してコストの低減を図ることができた。

燃料として灯油と重油を使用しているが、16年度に

比べて数量では約10％節減できたが、原油価格の大幅

な上昇により、燃料費が大きく増加した。（対16年度比、

26,173千円の増加）

光熱水料全体としては、節減努力にも拘わらず、原

油価格の増加が大きく影響し、16年度に比べて19,845

千円の増加となった。

電子メールなど電子通信手段の活用促進により、郵

便料金等通信運搬費の節減を図った。（対16年度比、

3,519千円の節減）

施設・設備や研究用等の機器の保守管理及び庁舎管

理等の業務について、外部委託により効率化を図った。

各種契約手続きに際して、仕様書等を精査して発注

内容を見直すとともに、競争契約の拡大を図って、契

約金額の低減に努めた。

4　財務内容の改善効果

研究の重点化・効率化に対応した予算配分を行う

とともに、競争的資金の一部及び自己収入を管理費

に充当して管理経費の確保に努めた。

また、経費の節減に努めるとともに、年度の前半

期終了時において予算の見直し配分を行うなど、効

率的で柔軟な予算執行に努めた。

以上のような取り組みにより、運営費交付金のう

ち人件費を除く管理経費と業務費について対16年

度比1％減となった中でも、計画通り業務を遂行す

ることができた。

5  研究課題毎の分析

研究予算の執行結果については、研究課題毎に投

入した研究者数、研究費と得られた成果について、

所内の課題評価検討会において課題間や経年での比

較分析などを行っている。分析結果は、翌年度にお

ける研究資源の効率的で有効な利用に活かしていく

こととしている。なお、分析及びデータはⅡ－１及

び表10に掲載した。

6  経営管理体制 (内部統制・監査体制
も含む )の方針及び実績

（１）適正な事務処理の推進

当法人の業務が、公共上の見地から確実に実施さ

れることが必要であることに鑑み、適正かつ効率的

な業務の運営に努めてきたところであるが、会計検

査院の平成16年度決算検査報告において、以下の

２点について指摘を受けた。

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

光熱水料 520,610 508,501 512,242 526,943 541,402

通信運搬費  30,732  29,226  26,984  22,926  19,273

表 21　主な経費の経年比較 （単位：千円）
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ア　施設整備費補助金で施工した改修工事が不当

であると指摘を受けた。不当事項と指摘を受けた

５３４万円については、請負者から返還を受け国

庫に返納した。再発防止対策として、監督・検査

業務を強化すべく、以下の措置を執ることとした。

①担当職員に対して施工管理、監督の知識向上

に必要な研修への参加

②専門知識を有する者を雇用し監督と指導の強

化

③設計事務所・設計コンサルタントの積極的な

活用

④必要な図書の整備

（会計検査院指摘事項）

埋設温水管改修工事において、カルバート

等の設置に当たって地盤を掘削する際、安全

な施工を確保するために義務付けられた山留

工が施工されていなかった。

（独立行政法人農業生物資源研究所・不当

事項534万円）【会計検査院平成18年２月発

行：会計検査でわかったこと－平成16年度

決算検査報告と会計検査院の活動状況－より

抜粋】

イ　研究用機器の購入契約に当たり、公正性及び競

争性の確保についての検討が十分でないと指摘を

受けた。公正性及び競争性の確保から、研究用機

器については、一般競争入札公告情報の他に見積

合わせ情報をホームページ上で公開し、競争参加

者の拡大を図った。

（会計検査院指摘事項）

研究用機器の購入契約に当たり、納入が可

能な製造メーカーの販売代理店等が県内に複

数社あるか又は県外にもあるかについての調

査や公正性及び競争性の確保についての検討

が十分でなかったなどのため、競争契約に付

することが可能なのに随意契約によっていた

り、１社からしか見積書を徴取していなかっ

たりしていて、契約事務が適切なものとなっ

ていなかったので、競争に付するなど契約事

務を適切に実施するよう改善させた。（独立

行政法人農業生物資源研究所・処置済事項）

【会計検査院平成18年2月発行：会計検査で

わかったこと－平成16年度決算検査報告と

会計検査院の活動状況－より抜粋】

（２）内部統制

主務大臣より指示された中期目標を達成すべく、

当法人が作成し認可を受けた中期計画、年度計画を

推進するために、理事会及びグループ長会議を設置

し、職員の意見を聴取するとともに法人運営の基本

的事項、重要事項の審議、決定を行ってきた。また、

組織、業務の健全な推進に必要な各種規程を整備し、

規程に基づく事務処理が行われるように内部統制を

図った。

内部牽制を強化するために、所員に対しCSR(企

業の社会的責任 )についての講演会を開催した。

（３）監査体制と実績

研究所の業務の適正かつ能率的な運営に資するた

めに「監事監査規程」に基づき、常勤監事及び非常

勤監事で監査を実施してきた。

監査に当たっては、補佐職員3名 (研究企画官、

研究管理科長、財務監査官 )を任命し、監査の充実、

強化を図った。

①平成17年度定期監事監査(業務監査及び会計監

査 )：平成17年5月24日～ 5月27日に実施した。

②同監査に対する監事意見書：平成17年6月14

日、石毛理事長あてに「独立行政法人農業生物資

源研究所平成16事業年度財務諸表及び決算報告

書に関する意見書」を提出、17年6月21日に理事

長、理事及び関係者に対し「同意見書」「平成17

年度定期監査の報告について」「平成17年度監事

監査結果に基づく所見」等を報告した。

③平成17年度定期監査に対する監事意見の実施

状況調査及び監事実地監査：17年7月から18年2

月にかけて平成17年度監事監査(業務監査及び会

計監査)に対する監事意見の実施状況調査を含め

全職域に対し監事実地監査を実施し、その結果を

該当職域に報告するとともに監事実地監査全体の

まとめを石毛理事長、理事及び関係者に対し報告

した。
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区　　　　分 予　算　額 決　算　額

収入

前年度からの繰越金

運営費交付金

施設整備費補助金

施設整備費資金貸付金償還時補助金

無利子借入金

受託収入

諸収入

計

支出

業務経費

施設整備費

受託経費

　試験研究費

　管理諸費

借入償還金

一般管理費

　研究管理費

　管理諸費

人件費

計

153

7,629

104

0

0

3,929

8

11,823

2,991

104

3,929

3,664

265

0

495

174

321

4,304

11,823

153

7,629

104

0

0

4,290

19

12,195

3,604

104

4,265

3,911

354

0

437

162

275

4,091

11,961

平成17年度予算及び決算 （単位：百万円）

（決算額の注記）

１．本表には、科研費補助金等の受入研究費 (137百万円）は、含まれていない。

　　なお、受入研究費を含めた場合、収入の決算額計は12,332百万円、支出の決算額計は12,098百万円となる。

２．収入の「前年度からの繰越金」153百万円は、前年度までの運営費交付金未使用額のうち人件費分である。

３．収入の「受託収入」は、受託研究契約が増加したため、予算額より361百万円増加している。それに伴い、 支出の「受託経費」

が336百万円増加している。

４．収入の「諸収入」が予算額より11百万円増加している内訳は次のとおり。

　　①　特定独立行政法人災害補償互助会の解散に伴う預託金の戻入 5百万円

　　②　ゲノムリソース等配布収入 3百万円

　　③　特許権等実施許諾収入 2百万円

　　④　その他の収入 1百万円

５．支出の「業務経費」は、年度の後半期に重点研究の強化を図ったため、予算額より73百万円増加している。

６．支出の「一般管理費」は、受託収入が増加し間接経費による管理費が増額確保できたため、予算額より58百万円減少している。

７．支出の「人件費」は、給与手当、法定福利費及び退職一時金の支出が予算額より213百万円減少している。

８．収入決算額計と支出決算額計との差額234百万円の内訳は次のとおり。

　　①　運営費交付金（全て人件費） 202百万円

　　②　受託収入 26百万円

（外国からの受託研究収入22百万円、文部科学省からの受託研究収入4百万円）

　　③　諸収入  6百万円
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区　　　　分 計　画　額 実　績　額

費用の部

経常費用

人件費

業務経費

受託経費

一般管理費

減価償却費

財務費用

臨時損失

収益の部

運営費交付金収益

施設費収益

諸収入

受託収入

寄付金収入

資産見返運営費交付金戻入

資産見返物品受贈額戻入

臨時収益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

11,697

11,688

4,304

2,705

3,520

486

673

9

0

11,697

7,496

0

8

3,929

0

258

6

0

0

0

0

11,832

11,791

4,091

2,599

4,055

333

713

9

32

11,964

7,267

1

13

4,267

11

364

9

32

132

0

132

平成17年度収支の計画及び実績 （単位：百万円）

（実績額の注記）

１．本表は、「損益計算書」を基に作成した。

２．費用の部の「財務費用」9百万円は、リース債務返済に係る支払利息。

３．費用の部の「臨時損失」32百万円は、経年劣化等の理由から発生した「固定資産除却損」。

４．収益の部の「施設費収益」1百万円は、施設整備費補助金を財源に固定資産を取得した際に生じた、資産の除却に伴う処分費用

相当額の収益額。

５．収益の部の「諸収入」13百万円の内訳は次のとおり。

　①　遺伝資源配布事業収入 3百万円

　②　ゲノムリソース配布等収入 3百万円

　③　特許権等実施許諾収入 2百万円

　④　財産賃貸借収入 2百万円

　⑤　その他の収入 3百万円

６．収益の部の「受託収入」には、平成17年度受託収入を財源に取得した資産額157百万円を含む。

７．収益の部の「寄付金収入」11百万円は、科研費補助金等からの寄付物品受贈益。

８．収益の部の「資産見返運営費交付金戻入」には、特定独立行政法人災害補償互助会からの預託金の戻入5百万円を含む。

９．収益の部の「臨時利益」32百万円は、「臨時損失」に対応する「資産見返運営費交付金戻入」及び「資産見返物品受贈額戻入」

の合計額。

10．「純利益」132百万円の内訳は次のとおり。

　①　平成17年度受託収入を財源に取得した資産額157百万円から、当期までに同収入を財源に取得した償却資産分の減価償却費

268百万円を控除した額 ▲111百万円

　②　特定独立行政法人災害補償互助会の解散に伴う預託金の戻入 5百万円



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

1
0
0

　③　中期目標期間終了に伴う運営費交付金債務の収益額 238百万円

11．前項③に記載した中期目標期間終了に伴う運営費交付金債務の収益額の内訳は次のとおり。

　①　現金として残る人件費 228百万円

　②　現金として残る事業費 5百万円

　③　棚卸資産及び経過勘定科目 5百万円

なお、現金分の収益額計233百万円は、別表「予算及び決算」に記載されている決算収支差額のうち運営費交付金に係る202百万円

と同表に表れていない運営費交付金債務31百万円を合わせた額である。

区　　　　分 計　画　額 実　績　額

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

翌年度への繰越金

資金収入

前年度からの繰越金

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受託収入

その他の収入

投資活動による収入

施設整備費補助金による収入

その他の収入

財務活動による収入

無利子借入金による収入

その他の収入

11,823

10,921

798

104

0

11,823

153

11,566

7,629

3,929

8

104

104

0

0

0

0

13,917

11,133

774

104

1,906

13,917

1,877

11,936

7,629

4,283

24

104

104

0

0

0

0

平成17年度資金計画及び実績 （単位：百万円）

（実績額の注記）

１．本表は、「キャッシュー・フロー計算書」を基に作成した。

２．資金支出の「翌年度への繰越金」1,906百万円の内訳は次のとおり。

　①　国からの現物出資等に係る還付消費税 818百万円

　②　中期目標期間終了に伴う運営費交付金の未使用額 233百万円

　　　（残額の内容：人件費228百万円、事業費5百万円）

　③　未払金、未払費用、預り金 816百万円

　④　受託研究に係る前受金 26百万円

　⑤　諸収入 13百万円
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Ⅳ　短期借入金の限度額（該当なし）

１　施設及び設備に関する計画    

施設整備費補助金により大わし地区の屋外排水設備

改修を行った。

大わし地区の研究本館及び実験棟から排出される一

般・実験排水を公共下水道へと放出するため埋設され

ている屋外排水枡・管は、経年による老朽化のため亀

裂等が生じ、雨水の流入や排水の地中への滲出が懸念

されるなど排水管理に支障を来していたが、これの改

善を図った。

平成 17年度補正予算において施設整備費補助金に

よりアスベスト対策改修が予算化された。17年度で

は施工計画を作成したところであり、18年度に予算

を繰り越し、引き続き施工実施することとしている。

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

中期計画：

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。

公募や選考採用等により必要な研究職の人材を確

保した。

管理部門については、以下の職員の業務の見直

しによる事務処理の一元化等を行って効率化を図っ

た。17年3月31日に総務部小淵沢総務分室専門職

(庶務係)1名、4月1日にジーンバンク遺伝資源管理

課遺伝資源管理係、ジーンバンク遺伝資源管理課専

Ⅵ　余剰金の使途（該当なし）

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（該当なし）

Ⅶ　その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画
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門職 (業務係 )、企画調整部情報広報課課長補佐 (広

報 )、総務部大宮総務分室 (庶務係 )、総務部庶務課

(庶務第3係 )の各1名、8月1日に総務部庶務課専門

職 (庶務第2係 )1名の減を行った。

情報担当の研究企画官を 10月より増員して、情

報の収集や発信の多様化・高度化を進めることとし

た。

（２）人員に係る指標

中期計画：

期末の常勤職員数は期初を上回らないものと

する。

18年 1月 1日現在、常勤職員数は計 401名であっ

た。

２）人材の確保

①人材の確保

中期計画：

①職員の新規採用については、選考採用及び

国家公務員採用試験の活用により行う。研究

職員については任期付任用の拡大を図る。ま

た、中期目標達成に必要な人材を確保するた

め、ポストドクター等の派遣制度を活用する。

②広く人材を求めるため、研究を行う職につ

いては公募の導入を図る。

17年度は選考採用により研究職7名の新規採用を

行った。そのうち4名は、任期付任用(若手育成型)

による研究職である。また、国家公務員試験により

Ⅲ種2名 (一般職 )を採用した。

16年度、独自に設けた所の特別研究員制度、農業・

生物系特定産業技術研究機構、日本学術振興会特別

研究員制度等によりポストドクター 145名を雇用し

た ( 表 22)。

②研究グループ長、研究チーム長の公募

次期中期計画期間に向けて、研究課題の重点化・

組織の見直し等対応するため、17年度には研究グ

ループ長等の公募は行わなかったが、研究チーム長

の公募を行い、2名を採用した。

制　　　　度 人数（名）

JSPS（日本学術振興会）

　　　　　特別研究員

　　　　　外国人フェローシップ

 11

 10

JST （科学技術振興機構）

　　　　　科学技術総合研究

　　　　　戦略的基礎研究

  4

  7

チャレンジプログラム   2

科研費   1

農林水産省受託研究  43

生研機構受託研究  27

所内特別研究員  39

民間受託   1

合　　計 145

表22　ポストドクター人材の確保
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１．研究業績一覧

（１）原著論文（欧文論文）

1　Abe Kiyomi, Nakayama Shigeki, Ichikawa Hiroaki, Toki Seiichi, (2005), Arabidopsis RAD51C gene is important for 
homologous recombination in meiosis and mitosis, Plant Physiology, 139:896

2　Akino Toshiharu, (2005), Chemical and behavioral study on the phytomimetic giant geometer Biston robustum Butler 
(Lepidoptera: Geometridae), Applied Entomology and Zoology, 40(3):497-505

3　Ali Ghulam Muhammad, Komatsu Setsuko, (2006), Proteomic analysis of rice leaf sheath during drought stress, 
Journal of Proteome Research, 5(2):396-403

4　Aoki Takayuki, O'Donnell Kerry, Scandiani Maria Mercedes, (2005), Sudden Death Syndrome of soybean in South 
America is caused by four species of Fusarium: Fusarium brasiliense sp. nov., F. cuneirostrum sp. nov., F. tucumaniae 
and F. virguliforme, Mycoscience, 46(3):162-183

5　Arai Shigeki, Chatake Toshiyuki, Ohhara Takashi, Kurihara Kazuo, Tanaka Ichiro, Suzuki Nobuhiro, Fujimoto Zui, 
Mizuno Hiroshi, Niimura Nobuo, (2005), Complicated water orientations in the minor groove of the B-DNA decamer 
d(CCATTAATGG)2 observed by neutron diffraction measurements, Nucleic Acids Research, 33(9):3017-3024

6　Asano Momoko,  Atsuko Mochizuki, Tetsuo Meshi, Masayuki Ishikawa, (2005), Tobamovirus-resistant tobacco 
generated by RNA interference directed against host genes, FEBS Letters, 579(20):4479-4484

7　Ashikawa Ikuo, Numa Hisataka, Sakata Katsumi, (2006), Segmental distribution of genes harboring a CpG island-like 
region on rice chromosomes, Molecular Genetics and Genomics, 275(1):18-25

8　Ashikawa Yuji, Fujimoto Zui, Noguchi Haruko, Habe Hiroshi, Omori Toshio, Yamane Hisakazu, Nojiri Hideaki, 
(2005), Crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of the electron-transfer complex between the terminal 
oxygenase component and ferredoxin in the Rieske non-haem iron oxygenase system carbazole 1,9a-dioxygenase, Acta 
Crystallographica Section F Structural Biology and Crystallization Communications, 61(6):577-580

9　Chia Hsiung Cheng, Wu Jianzhong, Matsumoto Takashi, Sasaki Takuji, (2005), A fine physical map of the rice 
chromosome 5, Molecular Genetics and Genomics, 274(4):337-345

10　Debi Bakul Rani, Chhun Tory, Taketa Shin, Tsurumi Seiji, Xia Kai, Miyao Akio, Hirochika Hirohiko, Ichii Masahiko, 
(2005), Defects in root development and gravity response in the aem1 mutant of rice are associated with reduced 
auxin efflux, Journal of plant physiology, 162(6):678-685

11　Fujii Yasuyuki, Itoh Takeshi, Sakate Ryuichi, Koyanagi O Kanako, Matsuya Akihiro, Habara Takuya, Yamaguchi 
Kaori, Kaneko Yayoi, Gojobori Takashi, Imanishi Tadashi, (2005), A web tool for comparative genomics: G-compass, 
Gene, 364:45-52

12　Fukaya Midori, Akino Toshiharu, Yasui Hiroe, Yasuda Tetsuya, Wakamura Sadao, Yamamura Kohji, (2005), Effects 
of size and color of female models for male mate orientation in the white-spotted longicorn beetle Anoplophora 
malasiaca (Coleoptera: Cerambycidae), Applied Entomology and Zoology, 40(3):513-519

13　Fukui Kuniaki, (2005), Modeling of mulberry shoot elongation and leaf appearance in field conditions, Plant 
Production Science, 8(2):115-121

14　G. Hariraj, Kinoshita Haruo, T. H. Somashekar, (2005), Studies on bivoltine cocoon cooking : Part2. Influence of 
permeation treatments in cooking process on reeling characteristics of Japanese bivoltine cocoons, Sericologia, 
45(2):189-199

15　G. Hariraj, Kinoshita Haruo, T. H. Somashekar, (2005), Studies on bivoltine cocoon cooking : Part1. Influence 
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of permeation treatments in cooking process on water absorption characteristics of Japanese bivoltine cocoons, 
Sericologia, 45(2):173-181

16　G. Hariraj, Kinoshita Haruo, T. H. Somashekar, (2005), Studies on bivoltine cocoon cooking : Part3. Influence of 
permeation treatments in cooking process on quality characteristics of Japanese bivoltine cocoons, Sericologia, 
45(2):209-216

17　Gomi Kenji, Ogawa Daisuke, Katou Shinpei, Kamada Hiroshi, Nakajima Nobuyoshi, Saji Hikaru, Soyano Takashi, 
Sasabe Michiko, Machida Yasunori, Mitsuhara Ichiro, Ohashi Yuko, Seo Shigemi, (2005), A mitogen-activated protein 
kinase NtMPK4 activated by SIPKK is required for jasmonic acid signaling and involved in ozone tolerance via 
stomatal movement in tobacco, Plant and Cell Physiology, 46

18　Gotoh Hideo, Kondo Takashi, (2005), Dynamic rearrangement of telomeres during spermatogenesis in mice, 
Developmental Biology, 281(2):196-207

19　Gotoh Tetsuo, Akizawa Takashi, Watanabe Masahiko, Tsuchiya Akiko, Shimazaki Sayaka, (2005), Cold hardiness of 
Neoseiulus californicus and N. womersleyi (Acari: Phytoseiidae), Journal of the Acarological Society of Japan, 
14(2):93-103

20　Gotoh Yohko, Tamada Yasushi, (2005), In vitro study of initial cell attachment to the surfaces coated with conjugates 
consisting of silk fibroin and chitooligosaccharides, Journal of Insect Biotechnology and Sericology, 74(2):39-43

21　Han Ouk Kyu, Kaga Akito, Isemura Takehisa, Wang Xing Wang, Tomooka Norihiko, Vaughan Duncan Alexander, 
(2005), A genetic linkage map for azuki bean [Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi], Theoretical and Applied 
Genetics, III:1278-1287

22　Hanada Hirofumi, Takeda Kumiko, Tagami Takahiro, Nirasawa Keijiro, Akagi Satoshi, Adachi Noritaka, Takahashi 
Seiya, Izaike Yoshitaka, Iwamoto Masaki, Fuchimoto Daiichiro, Miyashita Norikazu, Kubo Masanori, Onishi Akira, W. 
Allan King, (2005), Chromosomal instability in the cattle clones derived by somatic cell nuclear-transfer, Molecular 
Reproduction and Development, 71:36-44

23　Hasebe Hiroyuki, Sato Shin-ichi, Asahi Yoshimi, Hayashi Takeshi, Kobayashi Eiji, Sugimoto Yasukazu, (2005), High-
resolution physical mapping and construction of a porcine contig spanning the intramuscular fat content QTL, Animal 
Genetics, 37:113-120

24　Hattori Makoto, Konishi Hirosato, Tamura Yasumori, Konno Koutaro, Sogawa Kazushige, (2005), Laccase-type 
phenoloxidase in salivary glands and watery saliva of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps, Journal of 
Insect Physiology, 51(12):1359-1365

25　Hayashi Takeshi, Awata Takashi, (2006), Interval mapping for loci affecting unordered categorical traits, Heredity, 
96:185-194

26　He Fang, Morita Hirotsugu, Kubota Akira, Ouwehand Arthur C., Hosoda Masataka, Hiramatsu Masaru, Kurisaki 
Jun-ichi, (2005), Effect of orally administered non-viable Lactobacillus cells on murine humoral immune responses, 
Microbiology and Immunology, 49(11):993-997

27　Hidema Jun, Teranishi Mika, Iwamatsu Yutaka, Hirouchi Tokuhisa, Ueda Tadamasa, Sato Tadashi, Benjamin Burr, 
Betsy M Sutherland, Yamamoto Kazuo, Kumagai Tadashi, (2005), Spontaneously occuring mutations in the cyclobutane 
pyrimidine dimer photolyase gene cause different sensitivities to ultraviolet-B in rice, Plant Journal, 43(1):57-67

28　Hirokawa Masahiko, Tatematsu Kenichiro, Kosegawa Eiichi, (2005), Genetic analysis of a new mutation 'Extra-
abdominal legs and extra crescents' belonging to the *E* pseudoalleles in the silkworm, *Bombyx mori*, Journal of 
Insect Biotechnology and Sericology, 74(3):111-116

29　Hirose Sakiko, Kawahigashi Hiroyuki, Inoue Tomomi, Inui Hideyuki, Ookawa Hidero, Ookawa Yasunobu, 
(2005), Enhanced expression of CYP2C9 and tolerance to sulfonylurea herbicides in transgenic rice plants, Plant 
Biotechnologgy, 22(2):89-96

30　Hirose Sakiko, Kawahigashi Hiroyuki, Ozawa Kenjirou, Shiota Noriaki, Inui Hideyuki, Ookawa Hidero, Ookawa 
Yasunobu, (2005), Transgenic rice containing human CYP2B6 detoxifies various classes of herbicides, Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 53(9):3461-3467
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31 Honda Ichiro , Turuspekov Yerlan, Komatsuda Takao, Watanabe Yoshiaki, (2005), Morphological and physiological 
analysis of cleistogamy in barley (Hordeum vulgare), Physiologia Plantarum, 124:524-531

32 Ichikawa Akio, Ono Hiroshi, (2005), Preparation of single-enantiomer semiochemicals using 2-methoxy-2-(1-
naphthyl)propionic acid and 2-methoxy-2-(9-phenanthryl)propionic acid, Tetrahedron: Asymmetry, 16(15):2559-2568

33 Ikeo Kazuho, Gojobori Takashi, (2006), Evolution of metabolic networks by gain and loss of enzymatic reaction in 
eukaryotes, Gene, 365:88-94

34 Ishiga Yasuhiro, Takeuchi Kasumi, Taguchi Humiko, Inagaki Yoshishige, Toyota Kazuhiro, Shiraishi Tomonori, Ichinose 
Yuuki, (2005), Defense responses of Arabidopsis thaliana inoculated with Pseudomonas syringae pv. tabaci wild type 
and defective mutants for flagellin (ΔfliC) and flagellin-glycosylation (Δorf1), Journal of General Plant Pathology, 
71(4):302-307

35 Ishikawa Masaya, Kitashima Tomomi, Hemechandra PV, Yamaguchi Eiji, Toyomasu Takayuki, (2005), Constant 
relative humidity chambers using phosphoric acid for controlled desiccation of recalcitrant biological samples, Seed 
Science and Technology, 33:741-752

36 Ishikawa Masaya, Suzuki Mitsuteru, Nakamura Toshihide, Kishimoto Tadashi, Robertson Albert J, Gusta Lawrence 
V, (2006), Effect of growth phase on survival of bromegrass suspension cells following cryopreservation and abiotic 
stresses, Annals of Botany, 97:453-459

37 Ishikawa Ryo, Tamaki Shojiro, Yokoi Shuji, Inagaki Noritoshi, Shinomura Tomoko, Takano Makoto, Shimamoto Ko, 
(2005), Suppression of the floral activator gene Hd3a is the principal cause of the night-break effect in rice, Plant 
Cell, 17(12):3326-3336

38 Ishikawa Satoru , Noriharu Ae, Masahiro Yano, (2005), Chromosomal regions with quantitative trait loci controlling 
cadmium concentration in brown rice (Oryza sativa), New Phytologist, 168:345-350

39 Ishimaru Ken, (2005), Factors responsible for decreasing sturdiness of the lower part in lodging rice (Oryza sativa L.), 
Plant Production Science, 8(2):166-172

40 Ishimaru Ken, Kashiwagi Takayuki, Hirotsu Naoki, Madoka Yuka, (2005), Identification and physiological analyses of 
a locus for rice yield potential across the genetic background, Journal of Experimental Botany, 56:2745-2753

41 Ishizuka Toru, Tanabata Takanari, Takano Makoto, Shinomura Tomoko, (2005), Kinetic measuring method of rice 
growth in tillering stage using automatic digital imaging system, Environment Control in Biology, 43(2):83-96

42 Itoh Hironori, Sasaki Akie, Ueguchi-Tanaka Miyako, Ishiyama Kanako, Kobayashi Masatomo, Hasegawa Yasuko, 
Minami Eiichi, Ashikari Motoyuki, Matsuoka Makoto, (2005), Dissection of the phosphorylation of rice DELLA 
protein, SLENDER RICE1, Plant and Cell Physiology, 46(8):1392

43 Iwaki Jun, Suzuki Ryuichiro, Fujimoto Zui, Momma Mitsuru, Kuno Atsushi, Hasegawa Tsunemi, (2005), 
Overexpression, purification and crystallization of tyrosyl-tRNA synthetase from the hyperthermophilic archaeon 
Aeropyrum pernix K1, Acta Crystallographica Section F Structural Biology and Crystallization Communications, 
61(11):1003-1005

44 Iwamoto Masaki, Onishi Akira, Fuchimoto Dai-ichiro, Somfai Tamas, Suzuki Shun-ichi, Yazaki Satoko, Hashimoto 
Michiko, Takeda Kumiko, Tagami Takahiro, Hanada Hirofumi, Noguchi Junko, Kaneko Hiroyuki, Nagai Takashi, 
Kikuchi Kazuhiro, (2005), Effects of caffeine treatment on aged porcine oocytes: parthenogenetic activation ability, 
chromosome condensation and development to the blastocyst stage after somatic cell nuclear transfer, Zygote, 
13:335-345

45 Jan Asad, Nakamura Hidemitsu, Handa Hirokazu, Ichikawa Hiroaki, Matsumoto Hiroshi, Komatsu Setsuko, (2006), 
Gibberellin regulates mitochondrial pyruvate dehydrogenase activity in rice, Plant and Cell Physiology, 47(2):244-253

46 Jetty S S Ammiraju, Katayose Yuuichi, Matsumoto Takashi, Wu Jianzhong, Sasaki Takuji, (2005), Random sheared 
fosmid library as a new genomic tool to accelerate complete finishing of rice (Oryza sativa spp. Nipponbare) genome 
sequence: sequencing of gap-specific  fosmid clones uncovers new euchromatic portions of the genome, Theoretical 
and Applied Genetics, 111(8):1596-1607
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47 Kameda Tsunenori, (2005), 13C solid-state NMR analysis of heterogeneous structure of beeswax in native state, 
Journal of Physics D: Applied Physics, 38:4313-4320

48 Kameda Tsunenori, Ishii Tadashi, Matsunaga Toshiro, Ashida Jun, (2006), 11B solid-state NMR investigation of the 
rhamnogalacturonan II-borate complex in plant cell walls, Analytical Sciences, 22:321-323

49 Kameda Tsunenori, Teramoto Hidetoshi, (2006), Phase transition of L-Ser monohydrate crystal studied by 13C solid-
state NMR, Magnetic Resonance in Chemistry, 44:318-324

50 Kameda Tsunenori,Kojima Katsura, Miyazawa Mitsuhiro, Fujiwara Seita, (2005), Film formation and structural 
characterization of silk of the hornet Vespa simillima xanthoptera Cameron, Zeitschrift fur  Naturforsch  C, 
60(11-12):906-914

51 Kanako O. Koyanagi, Masato Hagiwara, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, (2005), Comparative 
genomics of bidirectional gene pairs and its implications for the evolution of a transcriptional regulation system, Gene, 
353(2):169-176

52 Kanegae Hiromi, Miyoshi Kazumaru, Hirose Tetsuro, Tsuchimoto Suguru, Mori Masaki, Nagato Yasuo, Takano 
Makoto, (2005), Expression of rice sucrose non-fermenting-1 related protein kinase 1 genes are differently regulated 
during the caryopsis development, Plant Physiology and Biochemistry, 43:669-679

53 Kaneko Hiroyuki, Kazuhiro Kikuchi, Noguchi Junko, Ozawa Manabu, Ohnuma Katsuhiko, Maedomari Naoki, 
Kashiwazaki Naomi, (2006), Effects of gonadotrophin treatments on meiotic and developmental competence of oocytes 
in porcine primordial follicles following xenografting to nude mice, Reproduction, 131:279-288

54 Kapoor Meenu, Baba Akiko, Kubo Kenichi, Shibuya Kenichi, Matsui Keisuke, Tanaka Yoshikazu, Takatsuji Hiroshi, 
(2005), Transgene-triggered, epigenetically regulated ectopic expression of a flower homeotic gene pMADS3 in 
Petunia, Plant Journal, 43:659-661

55 Katoh Shizue, Murata Katsuyoshi, Kubota Yoshiki, Kumeta Hiroyuki, Ogura Kenji, Inagaki Fuyuhiko, Asayama 
Munehiko, Katoh Etsuko, (2005), Refolding and purification of recombinant OsNifU1A domain II that was expressed 
by Escherichia coli, Protein Expression and Purification, 43:149-156

56 Katoh Shizue, Tsunoda Yuki, Murata Katsuyoshi, Minami Eiichi, Katoh Etsuko, (2005), Active-site residues and amino 
acid specificity of the E2-binding RING-H2 finger domain, The Journal of biological chemistry, 280(49):41015-41024

57 Katou Shinpei, Karita Eri, Yamakawa Hiromoto, Seo Shigemi, Mitsuhara Ichiro, Kuchitsu Kazuyuki, Ohashi Yuko, 
(2005), Catalytic activation of the plant MAPK phosphatase NtMKP1 by its physiological substrate salicylic acid-
induced protein kinase but not by calmodulins, Journal of Biological Chemistry, 280(47):39569-39581

58 Katsuyam Susumu, Tanaka Shinichiro, Omuro Naoko , Takabuchi Lisa, Daimon Takaaki, Imanishi Shigeo, Yamashita 
Shuichi, Iwanaga Masashi, Mita Kazuei, Maeda Susumu, Kobayashi Masahiko, Shimada Toru, (2005), Novel Macula-
Like Virus identified in Bombyx mori Cultured Cells, Journal of Virology, 79(9):5577-5584

59 Kawabata Hiroyuki, Niwa Atsuko, Tsuji-Kawahara Sachiyo, Uenishi Hirohide, Iwanami Norimasa, Matsukuma Hideaki, 
Abe Hiroyuki, Tabata Nobutada, Matsumura Haruo, Miyazawa Masaaki, (2006), Peptide-induced immune protection of 
CD8+ T cell-deficient mice against Friend retrovirus-induced disease, International Immunology, 18(1):183-198

60 Kawahigashi Hiroyuki, Hirose Sakiko, Ookawa Hidero, Ookawa Yasunobu, (2005), Phytoremediation of metolachlor 
by transgenic rice plants expressing human CYP2B6, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53:9155-9160

61 Kawahigashi Hiroyuki, Hirose Sakiko, Ookawa Hidero, Ookawa Yasunobu, (2005), Transgenic rice plants expressing 
human CYP1A1 remediate the triazine herbicides atrazine and simazine, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 53:8557-8564

62 Kawahigashi Hiroyuki, Hirose Sakiko, Ozawa Kenjiro, Ido Yoshiko, Kojima Misaki, Ookawa Hidero, Ookawa 
Yasunobu, (2005),  Analysis of substrate specificity of pig CYP2B22 and CYP2C49 towards herbicides by transgenic 
rice plants, Transgenic Research, 14:907-917

63 Kayukawa Takumi, Chen Bin, Miyazaki Shoichiro, Itoyama Kyo, Shinoda Tetsuro, Ishikwa Yukio, (2005), Expression 
of mRNA for the t-complex polupeptide-1, a subunit of chaperonin CCT, is upregulated in association with increased 
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cold hardiness in Delia antiqua, Cell Stree & Chaperones, 10(3):204-210

64 Khan Md Monowar Karim, Jan Asad, Karibe Hideji, Komatsu Setsuko, (2005), Identification of phosphoproteins 
regulated by gibberellin in rice leaf sheath, Plant Molecular Biology, 58:27-40

65 Khan Monowar, Takasaki Hironori, Komatsu Setsuko, (2005), Comprehensive phosphoproteome analysis in rice 
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15 清水久仁光 , 廣川昌彦 , 立松謙一郎 , 小瀬川英一 , (2005), 家蚕新規突然変異清水褐卵に関する遺伝学的解析 , 日
本蚕糸学雑誌 , 74(23):53-57

16 清水久仁光 , 廣川昌彦 , 立松謙一郎 , 小瀬川英一 , (2005), 催青条件が多化性蚕の休眠率と孵化率におよぼす影
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database of Tos17 insertion lines of japonica rice Nipponbare, 5th International Rice Genetics Symposium, 164  

253 宮尾安藝雄 , 岩崎行玄 , 北野英巳 , 伊藤純一 , 前川雅彦 , 矢頭治 , 村田和優 , 長戸康郎 , 廣近洋彦 , (2005), イネ
ミュータントパネルのフェノームデータベース , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 359  

254 Miyao A, Iwasaki Y, Kitano H, Itou J, Maekawa M, Murata K, Yatou O, Nagato Y, Hirochika H, (2006), Large scale 
phenotyping of Tos17 insertion lines of rice, Plant and Animal Genome XIV Conference, 170  

255 Miyao-Tokutomi M, Ohkawa H, Taniguchi Y, Tsuchida H, Fukayama H, (2005), Introducing C*4 下 * photosynthesis 
into rice, XVII International Botanical Congress, 203  

256 水野浩志 , 呉健忠 , 片寄裕一 , 佐々木卓治 , 松本隆 , ほか 5名 , (2005), イネのテロメア長測定とテロメア周辺配
列の解析 , イネ・シロイヌナズナ合同ワークショップ  

257 水野浩志 , 呉健忠 , 片寄裕一 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 5名 , (2005), イネ日本晴のテロメア長測定とテロメア
周辺配列の解析 , 第 107・108回日本育種学会講演会要旨集 , Breeding Research  
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258 水野浩志 , 呉健忠 , 片寄裕一 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 5名 , (2005), Sequencing and characterization of 
telomere and subtelomere regions on rice chromosomes 1S, 2S, 2L, 6L, 7L and 8S, 10th International Congress of 
SABRAO  

259 水野浩志 , 呉健忠 , 片寄裕一 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 6名 , (2005), イネゲノム解読困難領域の解析 -テロメ
ア領域及びセントロメア領域へのアプローチ , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集  

260 水野浩志 , 呉健忠 , 片寄裕一 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 5 名 , (2006), Chromosome -Specific Nucleotide 
Substitution Of Telomere Repeats On Rice Chromosomes, Plant and Animal Genome XIV  

261 水野亮二 , 西澤洋子 , ほか 5名 , (2005), 放線菌および植物ファミリー 19キチナーゼの構造比較と機能解析 , キ
チン・キトサン研究 , 11(2), 223  

262 水野亮二 , 西澤洋子 , 渡邊剛志 , ほか 4名 , (2005), ファミリー 19キチナーゼの構造と機能の比較解析 , 農芸化
学会関東支部 2005年度大会講演要旨集 , 6  

263 茂木一孝 , 市丸徹 , 大蔵聡 , 森裕司 , 岡村裕昭 , (2005), ヤギ副嗅球の組織化学的特徴 , 第 140回日本獣医学会学
術集会講演要旨集 , 53  

264 Momma M, Saito A, Minami E, Mizuno H, Miyashita K, Hildgund S, Fujimoto Z, (2005), Crystal structure of the 
NgcE protein of *Streptomyces* ABC transporter, 20th Congress and general assembly of the international union of 
crystallography, C268  

265 桃沢幸秀 , 茂木（橋爪）千恵 , 増田宏司 , 加隈良枝 , 茂木一孝 , 酒向隆司 , 菊水健史 , 武内ゆかり , 岡村裕昭 , 
森裕司 , (2005), ヤギの雄効果フェロモン合成に関わる遺伝子の探索 , 第 105回日本畜産学会講演要旨 , 66  

266 森昌樹 , 林長生 , 杉本和彦 , 廣近洋彦 , 菊池尚志 , ほか 1名 , (2005), イネアクチベーションタギングにより単離
された擬似病斑変異体の原因遺伝子 *OsAT1*およびそのファミリー遺伝子の解析 , 日本農芸化学会大会講演要
旨 (札幌 ), 151  

267 森昌樹 , (2005), Molecular characterization of a short grain mutant isolated by rice activation tagging, 17th International 
Botanical Congress, 329  

268 森昌樹 , 林長生 , 市川裕章 , ほか 2名 , (2005), イネアクチベーションタギングにより単離された擬似病斑変異
体の原因遺伝子＊ OsAT1＊およびその遺伝子ファミリーの発現解析 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨
集 , 136  

269 森正之 , 玉井淳史 , 石川雅之 , 飯哲夫 , 土肥浩二 , (2004), 誘導植物ウイルスベクターを用いた外来タンパク質
生産 , 第 22回植物細胞分子生物学会秋田大会講演要旨集 , 72  

270 森脇丈治 , 月星隆雄 , 佐藤豊三 , 平八重一之 , (2005), *Colletotrichum destructivum*と *C. fuscum*との分類形質
の比較 , 日本植物病理学会報 , 71(3), 228-229  

271 森山悠子 , 山本真史 , 松本浩之 , 山尾真史 , 森肇 , 田中博光 , 山川稔 , (2005), トランスジェニックカイコを用い
た抗菌タンパク質遺伝子転写因子の RNAi, 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 68  

272 望月淳子 , 蒲池伸一郎 , 西口正通 , 田部井豊 , (2005), スイカ緑斑モザイクウイルスの外被タンパク質遺伝子を
標的にした RNA interferenceの利用によるウイルス抵抗性 Nicotiana benthamianaの作出 , 17年度日本植物病理
学会大会要旨集 , Abstracts of PSJ Annual Meeting  

273 本村知樹 , 川崎信二 , (2005), HEGS/AFLPにより作製したイネいもち病菌ゲノムマップとゲノムデータベース
との対応 , 平成 17年度日本植物病理学会大会要旨集 , Abstracts of PSJ Annual Meeting , 46(146)  

274 村井 淳 , 窪寺裕子 , 本田文乃 , 川崎信二 , ほか 7名 , (2005), カプシクム属植物のトバモウイルスに対する L
抵抗性遺伝子型を識別する CAPSマーカーの開発 , 平成 17年度日本植物病理学会大会要旨集 , Abstracts of PSJ 
Annual Meeting , 152(484)  

275 村路雅彦 , (2005), コセアカアメンボにおけるニセのミトコンドリア DNA塩基配列 , 日本昆虫学会第 65回大会
講演要旨 , 2, 738  

276 Murakami Y, Imaizumi-Anraku H, Wang X, Kawasaki S, ほ か 3 名 , (2005), Gene cloning and characterization of a 
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novel critical component of nodulation-specific signal transduction, LJSYM70, in Lotus japonicus, Abstracts of XIIth 
IS-MPMI, 37(C2-5)  

277 Murata K, Katoh E, Kuroki S, Ando I, (2005), A Study of Conformational Stability of Polypeptide Blends by Solid 
State NMR Spectroscopy, International Polymer Conference  

278 村山誠治 , 半田裕一 , (2005), ミトコンドリア局在性イネインベルターゼ遺伝子の単離と解析 ., 第 46回日本植
物生理学会年会要旨集 , 110  

279 室田勝功 , 薦田圭介 , 尾之内均 , 石川雅之 , 内藤哲 , (2005), シロイヌナズナのシスタチオニン ガンマ -シンター
ゼにおける転写後制御 , シロイヌナズナ細胞抽出液を用いた試験管内翻訳系の確立 , 第 46回日本植物生理学会
年会要旨集 , 223  

280 茗原眞路子 , 丹羽シンチア , 李載みん , (2005), 分身の術を使う不思議なミミズ , 日本動物学会第 76回大会特別
企画  

281 永井宏幸 , 日向俊行 , 森篤史 , 三好のぞみ , 加藤隆典 , 青木康 , 大島明博 , 鷲尾方一 , 沼田ゆかり , 加藤悦子 , 
(2005), Suface Modification of Fluorinated co-polymers by Synchrotron Radiation, International Polymer Conference  

282 長野京子 , 森浩一郎 , 今村正昭 , 寺脇志朗 , 窪田 力 , 上原修一 , 高橋清也 , 徳永智之 , (2005), 体細胞クローン
牛の発育における相似性の検討 , 第 104回日本畜産学会講演要旨 , 119  

283 内藤充 , 佐野晶子 , 春海隆 , 松原悠子 , 桑名貴 , (2005), ドナー始原生殖細胞のレシピエント胚における動態の
解析 , 日本家禽学会 2005年度春季大会号 , 1  

284 内藤充 , 春海隆 , 松原悠子 , 桑名貴 , (2005), ニワトリ始原生殖細胞と血球細胞の不活化 HVJあるいは電気刺激
を用いた融合の試み , 日本家禽学会 2005年度秋季大会講演要旨 , 1  

285 中川仁 , (2005), 熱帯牧草の細胞遺伝学ならびに育種法に関する研究とその応用 , Japanese Journal of Grassland 
Science , 51((betsu)), 2-5  

286 Nakagawa H, Harada T, Ichinose T, Takeno K, Kobayashi M, Sakai M, (2005), Biomethanol production and CO2 
emmission reduction from forage grasses, trees and residues of crops, Third USDA Symposium on Greenhouse Gases & 
Carbon Sequestration in Agriculture and Forestry, 181  

287 中原雄一 , 今西重雄 , 黄川田隆洋 , 渡邊匡彦 , 奥田隆 , (2005), 細胞の常温乾燥保存は可能か？～ネムリユスリ
カの知恵を借りて～ , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 , 77  

288 中原雄一 , 黄川田隆洋 , 金森保志 , 岩田健一 , B MacGee, A Tunnacriffe, 渡邊匡彦 , 奥田隆 , (2006), 乾燥耐性因
子 LEAタンパク質の導入による培養細胞の乾燥耐性の上昇 , 第 50回日本応用動物昆虫学会大会講演要旨  

289 中保一浩 , 光原一朗 , 大橋祐子 , 仲川晃生 , (2005), 抵抗性および感受性トマト品種の青枯病菌感染茎部組織で
の感染特異的 (PR)タンパク質の分布 , 日本植物病理学会報 , 71(3), 299  

290 Nakai M, Kashiwazaki N, Takizawa A, Maedomari N, Ozawa M, Noguchi J, Kankeo H, Shino M, Kikuchi K, (2006), 
Fertilization and embryonic development of porcine oocytes following intracytoplasmic sperm head injection enhanced 
by electric stimulation to oocytes but not by pre-treatment with dithiothreitol of spermatozoa, Reproduction, Fertility 
and Development, 18(1-2), 285-286  

291 中井美智子 , 菊地和弘 , 小沢学 , 滝澤明子 , 前泊直樹 , 野口純子 , 金子浩之 , 紫野正雄 , 柏崎直巳 , (2005), ブタ
凍結乾燥精子の DNA損傷および卵細胞質内注入後の体外発生 , 第 98回日本繁殖生物学会講演要旨 , 51, j90  

292 中島健一 , 鮎澤弘子 , 岩垂美智子 , 寺本英敏 , (2005), はくぎん 3眠化繭により製織した薄地織物の風合い , 第
75回日本蚕糸学会講演要旨 , 3, 1625  

293 中島健一 , 鮎澤弘子 , 岩垂美智子 , 寺本英敏 , (2005), 古代甲冑の組紐に用いるための原料の検討 , 日本蚕糸学
会中部支部講演要旨 , (61), 26  

294 中島健一 , 清水 誠 , 寺本英敏 , 宮崎栄子 , 髙林千幸 , (2005), 炭化繊維の性状 , 第 53回日本シルク学会研究発表
会 , (53), 108-109  
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295 中村あぐり , 竹之内敬人 , 小杉山基昭 , 木谷裕 , (2005), SV40T遺伝子導入によるウシ脳由来細胞株の作出と特
性解析 , 第 76回日本動物学会講演要旨集 , 138  

296 Nakamura A, Tanaka Y, (2006), The comparison of expression of barley vacuolar H*+ 上 *-pumps and (Na*+ 上 *, 
K*+上 *)/H*+上 * antiporter genes, Plant and Cell Physiology Supplement, 47, s201  

297 中村正斗 , 森岡理紀 , 矢用健一 , 伊藤秀一 , (2005), フリーストール飼養乳牛における削蹄後の前・後肢蹄形状
と内・外蹄荷重変化 , 第 104回日本畜産学会講演要旨  

298 中村匡利 , 平山力 , 黄川田隆洋 , (2005), カイコとエリサンにおける 5齢幼虫の各組織のステロール含量 , 第 75
回日本蚕糸学会講演要旨 , 75, 89  

299 中村匡利 , 平山力 , 黄川田隆洋 , (2005), 人工飼料のステロール添加量がカイコ成長におよぼす影響の品種間差
異 , 第 56回日本蚕糸学会関東支部講演要旨 , 6  

300 中村有希 , 加藤康仁 , Kurtti T J, 今西重雄 , 三田和英 , 後藤哲雄 , 野田博明 , (2005), 細胞内共生細菌Wolbachia, 
CFB細菌の増殖と宿主細胞遺伝子の発現量との関係 , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会  

301 中村有希 , 加藤康仁 , Kurtti T J, 今西重雄 , 三田和英 , 後藤哲雄 , 野田博明 , (2005), 共生細菌の増殖によって影
響を受ける宿主細胞遺伝子のマイクロアレイ解析 , 日本蚕糸学会第 75回大会  

302 中村有希 , 加藤康仁 , Kurtti T J, 今西重雄 , 三田和英 , 後藤哲雄 , 野田博明 , (2005), マダニに由来する共生細菌
の増殖と宿主細胞の生体防御反応との関係 , 日本ダニ学会第 14回大会  

303 中村有希 , 加藤康仁 , Kurtti T J, 今西重雄 , 三田和英 , 後藤哲雄 , 長村吉晃 , 野田博明 , (2005), 細胞内共生細菌
Wolbachiaと Cytophaga-like organismの増殖によって影響を受ける宿主細胞遺伝子のマイクロアレイ解析 , 第 28
回日本分子生物学会年会  

304 Nakao S, Muraji M, (2005), Life History Traits and Nucleotide Sequences of mtDNA of Thelytokous and 
Arrhenotokous Races of *Thrips nigropilosus* Uzal, VIII International Symposium on Thysanoptera & Tospoviruses, 8, 
37-40  

305 中島信彦 , (2005), ほとんどのジシストロウイルスは複数の VPg遺伝子をもつ , 第 53回日本ウイルス学会学術
集会 , 341  

306 中 山 繁 樹 , (2005), Species-specific accumulation of interspersed sequences and domestication in sugar canes, 10th 
International Congress of SABRAO abstract, B-8  

307 中山繁樹 , (2005), サトウキビ属における散在型反復配列の種特異性的な蓄積と栽培化 , 第 69回日本植物学会研
究発表記録 , 137  

308 中沢有紀子 , 上野光一 , 竹澤俊明 , (2005), 細胞外マトリックス成分のゲル薄膜を用いた新規ラット初代肝細胞
培養系の開発 , 第 12回肝細胞研究会 プログラム抄録集 , 76  

309 中沢有紀子 , 上野光一 , 竹澤俊明 , (2005), 細胞外マトリックスゲル薄膜を用いたラット初代肝細胞培養法の開
発と応用 , 第 32回日本トキシコロジー学会学術年会抄録集 , 159  

310 中沢有紀子 , 上野光一 , 竹澤俊明 , (2005), ラット初代肝細胞の機能維持に優れた新しいゲル薄膜サンドイッチ
培養法 , 平成 17年度日本生物工学会大会 講演要旨集 , 227  

311 中沢有紀子 , 上野光一 , 竹澤俊明 , (2005), ラット初代肝細胞の機能維持に優れたゲル薄膜サンドイッチ培養法 , 
日本動物実験代替法学会第 19回大会 大会プログラム要旨集 , 138-139  

312 並木信和 , 藤澤雅樹 , 柴田未知恵 , 伊藤幸代 , 山本麻裕 , 濱田昌雄 , 呉健忠 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 13名 , 
(2005), イネ第 1染色体のインド型品種「Kasalath」と日本型品種「日本晴」の比較ゲノム研究 , 第 28回日本分
子生物学会年会・講演要旨集 , 156  

313 生川潤子 , 山本公子 , 門野敬子 , 笹沼俊一 , 三田和英 , (2005), カイコ SNPs連鎖地図の作成と地図末端 BACク
ローンの染色体 FISH, 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 92  

314 生川潤子 , 山本公子 , 桑崎誠剛 , 門野敬子 , 三田和英 , (2005), 蛍光 in situ ハイブリダイゼーション (FISH)を用
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いたカイコ SNPs連鎖地図の染色体カバー率の判定 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 155  

315 新澤知恵 , 後藤哲雄 , 三田和英 , 野田博明 , (2005), カイコにおける THO/TREX complexの cDNA全長解析と構
造比較 , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会  

316 西川智太郎 , (2005), イネ及びその近縁種間におけるグルテリン遺伝子配列の多様性 , 第 107・108回日本育種学
会講演会要旨集：Breeding Research , 7(1 ･ 2), 383  

317 錦織雅樹 , 石川雅之 , ほか 3名 , (2005), トマトモザイクウイルス RNA 複製複合体の性状の解析 , 第 3回植物
の機能と制御 公開シンポジウム講演要旨 , 54  

318 錦織雅樹 , 飯哲夫 , 石川雅之 , ほか 3名 , (2005), トマトモザイクウイルス RNA 複製複合体の性状の解析 , 第
28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 406  

319 西村亮 , 作本亮介 , Tomas A, 奥田潔 , (2005), ウシ黄体退行機構における低酸素環境の意義 , Journal of 
Reproduction and Development supplement , 2, 1597  

320 西山孝 , 山本紘 , 内海利男 , 中島信彦 , (2005), ジシストロウイルスの IGR-IRESと相互作用する 40Sリボソー
ムタンパク質 , 第 7回日本 RNA学会年会 , 121  

321 二谷綾 , 竹澤俊明 , (2005), コラーゲンゲル薄膜を介したパラクライン作用による PC-12細胞の分化誘導 , 平成
17年度日本生物工学会大会講演要旨集 , 226  

322 Niva C C, Lee J M, Myohara M, (2005), The expression pattern of a novel gene up-regulated during regeneration of 
the annelid *Enchytraeus japonensis*, 2nd International Meeting of the Latin American Society of Developmental Biology, 
78  

323 丹羽シンチア , 李載みん , 茗原眞路子 , (2005), ヤマトヒメミミズの再生初期に内胚葉特異的に発現する新規遺
伝子の解析 , 日本発生生物学会第 38回大会発表要旨集 , 180  

324 野田博明 , 松本由記子 , 梁瀬徹 , 津田知幸 , (2005), ヌカカ類の種および系統識別：リボソーム RNA遺伝子配列
と感染細菌 , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会  

325 野田博明 , (2005), ゲノムデータ処理：トビイロウンカの EST解析から , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会小
集会  

326 Noda H, Nakamura Y, Gotoh T, Kato Y, Kurtti T J, Imanishi S, Nagamura Y, Mita K, (2005), Microarray analyses: 
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農芸化学会講演要旨 , 158  

408 末次克行 , 塚本和己 , 吉野智之 , 七里元晴 , 桑崎誠剛 , 高橋宏和 , 生川潤子 , 杉山滋 , 大谷敏郎 , 山本公子 , (2005), 
走査型プローブ顕微鏡によるダイレクトマッピングアルゴリズムの開発 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演
要旨集 , 747  

409 杉山滋 , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 関口博史 , 佐宗めぐみ , 吉野智之 , 山本公子 , 大谷敏郎 , (2005), 原子間力顕微鏡
による染色体断片とタンパク質のナノ操作 , 第 52回応用物理学関係連合講演会講演予稿集 , 1454  

410 Sugiyama S, Tsukamoto K, Yoshino T, Kuwazaki S, Takahashi H, Suetsugu Y, Narukawa J, Yamamoto K, Ohtani T, 
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(2005), Attempt to apply scanning probe microscopy to genetic analysis, Abstract of 13th international conference on 
scanning tunneling microscopy/spectroscopy and related techniques, 61  

411 杉山滋 , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 吉野智之 , 佐宗めぐみ , 若山純一 , 赤沼哲史 , 山本公子 , 大谷敏郎 , (2005), 走査
プローブ顕微鏡による染色体ナノ切断と高分解能 BACクローンマッピング , 第 66回応用物理学会学術講演会
講演予稿集 , 1132  

412 Sugiyama S, Yoshino T, Sasou M, Nakao H, Tsukamoto K, Kuwazaki S, Narukawa J, Yamamoto K, Ohtani T, 
(2005), Detection of specific nucleotide sequences on genome by scanning near-field optical/atomic force microscopy, 
International symposium on surface science and nanotechnology, 531  

413 杉山滋 , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 吉野智之 , 佐宗めぐみ , 生川潤子 , 山本公子 , 大谷敏郎 , (2005), 走査型近接場光
学原子間力顕微鏡によるゲノム上の特異的塩基配列検出 , 第 25回表面科学講演大会講演要旨集 , 40  

414 杉山滋 , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 吉野智之 , 佐宗めぐみ , 若山純一 , 山本公子 , 大谷敏郎 , (2005), 走査型プローブ
顕微鏡による染色体切断回収と BACクローンマッピング , 日本生物物理学会第 43回年会講演予稿集 , S198  

415 杉山滋 , 塚本和己 , 山内武志 , 桑崎誠剛 , 高橋宏和 , 末次克行 , 生川潤子 , 吉野智之 , 赤沼哲史 , 若山純一 , 山
本公子 , 大谷敏郎 , (2005), 走査プローブ顕微鏡技術に基づく新規ゲノム解析手法の開発 , 第 28回日本分子生物
学会年会・講演要旨集 , 746  

416 杉山滋 , 若山純一 , 関口博史 , 赤沼哲史 , 佐宗めぐみ , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 山本公子 , 大谷敏郎 , (2006), 原子
間力顕微鏡による抗体抗原分子間相互作用の計測 , 第 53回応用物理学関係連合講演会講演予稿集 , 1375  

417 須藤まどか , 粕谷悦子 , 伊藤秀一 , 志波実奈 , 吹上豪 , 西村宏一 , 兼松伸枝 , 櫛引史郎 , 矢用健一 , (2005), みど
りの香り暴露がウシのストレス反応に及ぼす影響 , 第 104回日本畜産学会講演要旨  

418 鈴木喜大 , 山崎泰男 , 藤本瑞 , 森田隆司 , 水野洋 , (2005), 蛇毒由来環状ヌクレオチド感受性チャンネル遮断蛋
白質 pseudechetoxin及び pseudecinの X線結晶構造解析 , 2005年度日本結晶学会年会 , 75  

419 鈴木倫太郎 , 森陽一 , 神野圭 , 山崎俊正 , (2005), フジツボ接着タンパク質Mrcp-20kの立体構造 , 第 5回日本蛋
白質科学会年会プログラム・要旨集 , 103  

420 Suzuki R, Mori Y, Kamino K, Yamazaki T, (2005), 3D-structure of barnacle cement protein, Mrcp-20k, 第 42回ペプ
チド討論会講演要旨集 , p-046  

421 田部井豊 , (2004), 国内外の遺伝子組換え植物の現状 , シンポジウム「遺伝子組換え植物の問題点について考え
る」  

422 田部井豊 , (2004), 日本における遺伝子組換え農作物の社会受容の現状と「共存」に向けて , 第 106回日本育種
学会講演会要旨集 , Breeding Research  

423 田部井豊 , (2003), 遺伝子導入植物と環境に対する安全性評価 , 日本リスク研究学会  

424 田口文緒 , 加藤浩 , 小野寺治子 , 田切明美 , 原奈穂 , 土岐精一 , (2005), イネ密穂型変異体 *Dense panicle 1*の
表現型解析と原因遺伝子単離 , 第 107・108回日本育種学会講演会要旨集 , Breeding Research , 7  

425 田口文緒 , 加藤浩 , 小野寺治子 , 田切明美 , 原奈穂 , 土岐精一 , (2005), イネ密穂遺伝子 *Dense panicle 1*の変
異型は半矮性と穂当たり穎花数の増加をもたらす , 日本分子生物学会 , 28, 717  

426 田島茂行 , 上田淳一 , 柴田貴子 , 安藤康紀 , 小沢学 , 菊地和弘 , (2005), ブタ胚への人為的な穿孔がガラス化冷却・
加温後の生存率に及ぼす効果 , 第 105回日本畜産学会講演要旨 , 70  

427 高畠令王奈 , 安藤裕子 , 瀬尾茂美 , 光原一 , 大橋祐子 , (2005), Cytosolic Hsp90 is an essential component for plant 
MAPK dependent hypersensitive cell death, 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 619  

428 高林千幸 , 竹澤俊明 , 宮崎栄子 , 寺本英敏 , (2005), 繭糸 1本による織物を素材とした人工皮膚用基材の開発 , 
日本蚕糸学会東海支部・東海地区蚕桑研究連絡会研究発表会講演要旨 第 53号ゴウ , 21  

429 高林千幸 , (2005), 多様性シルク素材の繰製と製品化 , 第 16回繊維連合研究発表会講演予稿集 , (16), 100  
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430 高林千幸 , 竹澤俊明 , 宮崎栄子 , 寺本英敏 , (2005), 繭糸 1本による織物を素材とした人工皮膚用基材の開発 , 
日本蚕糸学会中部支部講演要旨 , (61), 21  

431 高林千幸 , 宮崎栄子 , 中村邦子 , (2005), 太繊度フレキシブル繰糸機の開発 , 第 53回日本シルク学会研究発表要
旨集録 , 53, 104-105  

432 高岸克行 , 新海政重 , 竹澤俊明 , 長棟輝行 , (2005), カルシウム強化培養液と平面絹を用いた骨様組織の再構築 , 
第 8回日本組織工学会プログラム・抄録集 , 104  

433 高岸克行 , 新海政重 , 菅原彩絵 , 加藤隆史 , 竹澤俊明 , 長棟輝行 , (2005), 骨芽細胞様細胞を用いた骨様組織の調
製 , 化学工学会第 37回秋期大会 (2005)研究発表講演プログラム集 , CD-ROM  

434 高岸克行 , 新海政重 , 竹澤俊明 , 長棟輝行 , (2005), 骨肉腫細胞を用いた平面絹・ヒドロキシアパタイトハイブ
リッドの構築 , 平成 17年度日本生物工学会大会講演要旨集 , 227  

435 高岸克行 , 竹内朋代 , 新海政重 , 長棟輝行 , 竹澤俊明 , (2006), ヒト真皮由来線維芽細胞の培養系に平面絹と
Ca2+培養液を利用して骨様組織を再構築する新しい方法 , 第 5回日本再生医療学会総会プログラム・抄録 , 
5(Suppl), 163  

436 Takahashi H, Tsukamoto K, Kuwazaki S, Suetsugu Y, Narukawa J, (2005), Isothermal amplified from the limited 
quantities of DNA samples using RNA random primers., Genome, medicine and the environment conference 2005, 31-32  

437 高橋宏和 , 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 末次克行 , 生川潤子 , 三田和英 , 杉山滋 , 大谷敏郎 , 山本公子 , (2005), 原子間
力顕微鏡を用いた染色体単離および極微量 DNA増幅法の開発 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 
746  

438 高橋佐栄 , 副島淳一 , 光原一朗 , 大橋祐子 , 名取俊二 , 岩波宏 , 古藤田信博 , (2005), リンゴ台木におけるザルコ
トキシン遺伝子導入形質転換体の作出 , 第 23回日本植物細胞分子生物学会講演要旨 , 156  

439 高橋咲子 , 荻山友貴 , 島田浩章 , 川向誠 , 門脇光一 , (2005), 第一世代CoQ10強化米の作出 , 育種学研究 , 7(別 1・
2), 322  

440 高橋咲子 , 荻山友貴 , 川向誠 , 門脇光一 , (2006), メタボリックエンジニアリングによる CoQ10強化米の作出と
CoQ総含量の増加 , 第 3回 日本コエンザイム Q協会研究会 , 7  

441 Takahashi S, Ogiyama Y, Shimada H, Kawamukai M, Kadowaki K, (2006), Increase of CoQ10 amount in rice seeds 
by metabolic engineering, Plant and Cell Physiology Supplement, 47, s135  

442 高宮知子 , 岡田有裕 , 細渕朗子 , 岡本裕行 , 村上康文 , 奥泉久人 , (2005), RLGSによるシロイヌナズナの DNA
多型の検出 , 日本 DNA多型学会第 14回学術集会抄録集 , 40  

443 Takano M, (2005), Distinct functions of phytochromes on the photomorphogenesis in rice, Plant and Cell Physiology 
Supplement, 46, s3  

444 Takasaki H, Akao S, Komatsu S , (2005), Proteomic approach to analyze auxin regulated proteins in the basal part of 
young rice seedling, 日本ヒトプロテオーム機構第 3回大会  

445 Takasaki H, Matsukoto H, Komatsu S, (2005), Identification and characterization of gibberellin enhanced proteins in 
rice, 第 78回日本生化学会大会発表抄録集 , 77, 870  

446 高須陽子 , 山田弘生 , 三田和英 , 野畑順子 , 田村俊樹 , (2005), セリシン A遺伝子及び Ser2遺伝子プローブによ
るゲノムライブラリーの検索 , 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 39  

447 高須陽子 , 山田弘生 , 三田和英 , 坪内紘三 , (2005), 家蚕繭層セリシン Aの一次構造の解明 , 繊維学会予稿集
2005, 60(1), 223  

448 高須陽子 , 山田弘生 , 坪内紘三 , (2005), 家蚕セリシン A成分の分離法の検討 , 日本蚕糸学会関東支部第 56回学
術講演会講演要旨集 , 1  

449 高辻博志 , (2005), ペチュニアの花の器官形成に関わる転写因子の機能とエピジェネティック発現制御 , 東京理
科大学再生工学センター公開シンポジウム＜未知な植物機能の探索とその高度利用＞ , 16-17  
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450 Takayama Y, Takezawa T, (2005), The role of low-density lipoprotein receptor related protein (LPR) on the lactoferrin-
enhanced collagen gel contractile activity in human fibroblasts, 7th International Conference on Lactoferrin: Structure, 
Function and Applications, 17  

451 武田久美子 , 太齋真理子 , 岩元正樹 , 大西彰 , 田上貴寛 , 韮澤圭二郎 , 花田博文 , Pinkert C A, (2005), 体細胞の
細胞質およびミトコンドリアがマウス卵子の単為発生に及ぼす影響 , 第 104回日本畜産学会講演要旨 , 138  

452 武田直也 , 今泉（安楽）温子 , 呉国江 , 梅原洋佐 , 村上泰弘 , 河内宏 , 川崎信二 , ほか 11名 , (2004), 根粒菌・
菌根菌との共生を司る因子 TRINITYの解析 Ⅱ , 第 45回日本植物生理学会年会 (Plant＆ Cell Physiology2004 
Vol.45 SUPPLEMENT) , 212(3aE09)  

453 武田真 , 菊池慎一 , 粟山貴也 , 山本傑 , 一井眞比古 , 川崎信二 , (2004), 栽培オオムギにおける裸性の起源 , 第
105回日本育種学会講演会要旨集 , Breeding Research , 6(1), 191(424)  

454 竹之内敬人 , 岩丸祥史 , 横山隆 , 品川森一 , 木谷裕 , (2005), プリオン in vitro感染系作出のためのウシ脳由来細
胞株の樹立 , 2005年度日本農芸化学会講演要旨 , 131  

455 竹之内敬人 , 荻原和真 , 佐藤充 , 木谷裕 , (2005), Functional expression of P2X7 nucleotide receptors in a C57BL/6 
mouse microglial cell line: inhibitory effects of U73122 and U73343, 第 78回日本生化学会大会発表抄録集 , 841  

456 竹内香純 , 飯田元子 , 富岡啓介 , 永井利郎 , 佐藤豊三 , (2005), 卵菌類の長期保存法の検討 , 日本微生物資源学会
2005年度大会講演要旨集  

457 竹内朋代 , 落谷孝広 , 竹澤俊明 , (2005), 切片担体上で ES細胞を肝細胞へ分化誘導する培養システムの開発 , 第
12回肝細胞研究会プログラム・抄録集 , 37  

458 竹内朋代 , 落谷孝広 , 竹澤俊明 , (2005), 再生肝由来の切片担体上で培養した ES細胞の成長と肝細胞への分化
効率 , 平成 17年度 (2005) 日本生物工学会大会 講演要旨集 , 226  

459 竹内朋代 , 寺谷工 , 落谷孝広 , 竹澤俊明 , (2005), 再生肝組織より作製した切片担体上で培養した ES細胞の特性
解析 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 731  

460 竹内朋代 , 寺谷工 , 落谷孝広 , 竹澤俊明 , (2006), 再生肝組織由来の切片担体を利用した ES細胞の肝細胞様細胞
への分化過程の解析 , 第 5回日本再生医療学会総会プログラム・抄録 , 5(Suppl), 183  

461 Takezawa T, (2005), Development of culture technologies reflecting in vivo conditions, Alternatives to Animal 
Experimentation (ALTEX), 22(SpI), 339  

462 Takezawa T, Takeuchi T, (2005), A novel TOSHI scaffold useful for inducing cell behavior and its application to the 
cellomics study, Alternatives to Animal Experimentation (ALTEX), 22(SpI), 317  

463 Takezawa T, Nitani A, Shimo-Oka T, (2005), A novel collagen vitrigel scaffold that can facilitate a three-dimensional 
culture for reconstructing epithelial-mesenchymal models, Alternatives to Animal Experimentation (ALTEX), 22(SpI), 338  

464 Takezawa T, Nitani A, Shimo-Oka T, (2005), A novel scaffold of collagen vitrigel useful for reconstructing organoids, 
2005 Annual Fall Meeting of the BMES, 579, P3, 27  

465 Takezawa T, Nitani A, Shimo-Oka T, Takayama Y, (2005), Collagen vitrigel scaffold useful for reconstructing epithelial 
mesenchymal models with paracrine interaction, Epithelial Mesenchymal Transition Conference Final Program , 26  

466 竹澤俊明 , (2006), 農業生物材料を利用した細胞培養技術とその医薬品開発あるいは再生医療への応用構想 , 北
海道大学π型博士育成プログラム・フロントランナーシンポジウム , 化学と生物の新融合領域のフロントラン
ナー講演要旨集 , 8-12  

467 竹澤俊明 , 絵野沢伸 , 千葉敏雄 , (2006), 磁力により移動および固定が可能な様々な形状のコラーゲンビトリゲ
ル , 第 5回日本再生医療学会総会プログラム・抄録 , 5(Suppl), 171  

468 玉井淳史 , 石川雅之 , 飯哲夫 , 他 2名 , (2005), RNA サイレンシング関連 RNA 分解の試験管内反応系の構築 , 
第 3回植物の機能と制御 公開シンポジウム講演要旨 , 56  

469 玉井淳史 , 石川雅之 , 飯哲夫 , 他 3名 , (2005), タバコ培養細胞抽出液を用いた PTGS に関与する配列特異的 
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RNA 分解反応系 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 224  

470 Tamas S, Kikuchi K, Noguchi J, Kaneko H, Ohnuma K, Ozawa M, Karja N W K, Mokhamad F, Maedomari N, 
Andras D, Nagai T, (2006), Inhibition of first polar body extrusion by cytochalasin B during in vitro maturation 
of porcine oocytes leads to re-arrangement of the segregated chromosomes and improvement in the quality of the 
parthenogenetic blastocysts, Reproduction, Fertility and Development, 18(1-2), 266  

471 田部茂 , 林長生 , 南尚子 , 本田亜利紗 , 渋谷直人 , 賀来華江 , 山根久和 , 南 栄一 , (2006), イネとイネいもち病
菌相互作用における活性酸素の生成と消長 , 第 47回日本植物生理学会講演要旨集  

472 田邊有里 , 原信織 , 三枝良輔 , 宮島省治 , 三浦智司 , 関本征史 , 小島美咲 , 上山敬司 , 根本清光 , 出川雅邦 , (2005), 
カドミウムによる高血圧自然発症ラットでの精巣毒性発現 , 日本薬学会第 125年会講演要旨集 , 0, 238  

473 田中大介 , 新野孝男 , Miguel J, Abbas A, (2005), 組織培養によるイグサ多芽体の作出 , 日本作物学会紀事 , 
74(別 1), 312-313  

474 田中大介 , 新野孝男 , 土屋淑子 , 上村松生 , (2005), ハヤチネウスユキソウのガラス化法による超低温保存法の
確立 , 園芸学会雑誌 , 74(別 1), 204  

475 Tanaka D, Niino T, Uemura M, Fujikawa S, (2005), Ultrastructure evidence for the effects of rapid cooling on 
meristematic cells of monocotyledonous plant by the encapsulation-vitrification protpcol using cryo-scanning electron 
microscopy, Cryo 2005 Abstract  

476 田中博光 , 古川誠一 , 匂坂晶 , 山川稔 , (2005), カイコ抗菌性ペプチド遺伝子の BmRelishタンパク質による転写
制御について , 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 67  

477 田中麻衣子 , 安藤麻子 , Chardon P, 鈴木恒平 , 粟田崇 , 上西博英 , (2005), ブタMHC(SLA)古典的クラス I遺伝
子クラスター領域におけるハプロタイプ間のゲノム構造比較 , 第 28回日本分子生物学会年会講演要旨集  

478 Tanaka M, Ando A, Flori L, Chardon P, Domukai M, Okumura N, Awata T, Uenishi H, 2006, Forty Microsatellite 
Markers Developed In The Entire SLA Region And Evaluation Of Their Availability In Various Porcine Breeds, Plant 
and Animal Genome XIV  

479 田中雄大 , 久慈直昭 , 加藤真吾 , 水澤友利 , 吉田宏之 , 岩橋和裕 , 田中守 , 浅田弘法 , 末岡浩 , 吉村泰典 , 野澤
志朗 , 小松節子 , (2005), ヒト卵子特異的 H1タンパク (osH1)の発現と卵子内精子核膨化における動態 , 第 57回
日本産科婦人科学会学術講演会  

480 谷口紫香子 , 古谷綾子 , 奥尚 , 津野和宣 , 落合弘和 , 加来久敏 , 久保康之 , 津下誠治 , (2005), イネ白葉枯病菌の
宿主植物体内における増殖には＊ pdxJ＊が必要である , 日本植物病理学会報 , 71(1), 68  

481 谷口洋二郎 , 深山浩 , 徳富 (宮尾 )光恵 , (2005), ソルガム C4型 NADP-リンゴ酸脱水素酵素を高発現する形質
転換イネの生理解析 , 第 46回日本植物生理学会年会講演要旨集 , 188  

482 Tariq M, Kaku H, Kakishima M, Komatsu S, (2005), Identification of the pathogenicity related proteins in 
incompatible interaction between rice Xanthomonas oryzae pv oryzae, 第 78回日本生化学会大会発表抄録集 , 77, 
869  

483 Tariq M, Kaku H, Kakishima M, Komatsu S, (2005), A proteomic approach to analyze the role of jasmonate in 
defense of rice against bacterial blight, 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集  

484 Tariq M, Kaku H, Kakishima M, Komatsu S, (2005), Analysis of role of jasmonate in the defense mechanisms of rice 
using proteomics approach, 日本ヒトプロテオーム機構第 3回大会  

485 寺本英敏 , 中澤靖元 , 山内一夫 , 朝倉哲郎 , (2005), セリシン蚕から得られる未変性セリシンタンパク質の NMR
構造解析 , 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 3, 152  

486 寺本英敏 , 中澤靖元 , 山内一夫 , 朝倉哲郎 , (2005), フィブロイン合成能が退化したカイコ幼虫から得られる絹
セリシンタンパク質の NMR構造解析 , 2005年度高分子学会予稿集 , 54(1), 2292  

487 寺本英敏 , 間瀬啓介 , 中島健一 , 岡田英二 , 飯塚哲也 , 髙林千幸 , (2005), セリシンハイドロゲルの物質吸着特性 , 
第 53回日本シルク学会研究発表会 , 53, 122-123  



研
究
の
実
施
状
況

1
4
7

488 Teramoto H, Nakazawa Y, Yamauchi K, Asakura T, (2005), NMR structural analysis of silk sericin prepared from 
fibroin-deficient silkworm, Proceedings of the International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2005, 975  

489 寺島晋作 , 中山健 , 落合弘和 , 古谷綾子 , 奥尚 , 津野和宣 , 加来久敏 , 久保康之 , 津下誠治 , (2005), イネ白葉枯
病菌の hrp発現に関わる転写制御因子の同定 , 日本植物病理学会報 , 71(1), 68-69  

490 Teshima K, Kitada Y, Hirose S, Yamazaki T, Katoh E, Ikegami T, Hase T, (2005), Molecular mechanism for the redox 
dependent change in the affinity of ferredoxin with ferredoxin-NADP*+* reductase, 生化学 , 77(8), 727  

491 徳永智之 , 大越勝広 , (2006), 体細胞クローン技術による組換えヤギ作出について , 実験動物及び畜産分野にお
けるトランスジェニック技術 , 13-16  

492 富澤一夫 , 鈴木倫太郎 , 田之倉優 , 鈴木和男 , (2005), ヒトMPO分子におけるMPO-ANCAエピトープ解析 , バ
イオイメージング第 14回学術集会要旨集 , 14(3), 186  

493 富澤一夫 , 鈴木倫太郎 , 田之倉優 , 鈴木和男 , (2005), ヒトMPO分子上のMPO-ANCA結合部位エピトープ解析 , 
第 28回日本分子生物学会年会講演要旨集 , 585  

494 友岡憲彦 , 許海霞 , 加賀秋人 , 島田尚典 , 村田吉平 , 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , Vaughan D A , (2004), SSRマーカー
によるアズキ遺伝資源の解析 , 熱帯農業 , 49(1), 47-48  

495 友岡憲彦 , 加賀秋人 , 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , Vaughan D A, (2004), タイで発見した新種 *Vigna tenuicaulis*と
リョクトウの交雑親和性について , 熱帯農業 , 49(1), 49-50  

496 Tomooka N, Kuroda Y, Kaga A, Isemura T, Vaughan D A, Yokoyama T, Yamaguchi M, Umezawa K, (2005), Conservation 
and use of the natural diversity of legume nodulation symbiotic systems, 10th International Congress of SABRAO *How to 
Utilize Crop Diversity for Productivity and Sustainability Breeding Science and Technology for the New Era*, C-19  

497 友岡憲彦 , Sheehalak W, Thadavong S, Chaitieng B, 加賀秋人 , 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , Vaughan D A, (2005), ツズ
アズキ (*Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi & Ohashi)の遺伝的多様性と地理的変異 , 育種学研究 , 7(1・2), 384  

498 友岡憲彦 , Chaitien B, 加賀秋人 , Thadavong S, Vaughan D A, 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , 2006, 東南アジア大陸部に
分布するアズキ亜属野生植物の種多様性 , 日本熱帯農業学会第 99回講演会 , 50(1), 69-70  

499 友岡 憲彦 , 加賀秋人 , Vaughan D A, 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , (2006), リョクトウとアズキ亜属 *Angulares*節野
生植物との交雑親和性 , 日本熱帯農業学会第 99回講演会 , 50(1), 71-72  

500 友岡 憲彦 , 阿部健一 , 加賀秋人 , Vaughan D A, 伊勢村武久 , 黒田洋輔 , (2006), 東チモールにおけるマメ科作物
および野生植物の調査 , 日本熱帯農業学会第 99回講演会 , 50(1), 75-76  

501 友岡 憲彦 , 加賀秋人 , Vaughan D A, (2006), アジア *Vigna*属植物遺伝資源研究をどう進めていくのか , 日本熱
帯農業学会第 99回講演会 , 50(1), 95-98  

502 土田博子 , 深山浩 , 徳富（宮尾）光恵 , 2005, イネ光合成器官のプロテオーム解析：光合成・一次代謝関連酵素
の比較 , 第 46回日本植物生理学会年会講演要旨集 , 153  

503 土原和子 , 太田広人 , 尾添嘉久 , 朝岡潔 , (2005), カイコのドーパミン受容体の単離と機能解析 , 第 76回日本動
物学会講演要旨 , 178  

504 津田英利 , 門野敬子 , 今西重雄 , 宮澤光博 , (2005), カイコ濃核病ウイルスの構造タンパク質に相互作用する宿
主タンパク質の探索 , 第 75回日本蚕糸学会講演要旨 , 78  

505 津田英利 , 今西重雄 , 門野敬子 , 宮澤光博 , (2005), カイコ濃核病ウイルスの細胞への接着と侵入 , 第 28回日本
分子生物学会年会・講演要旨集 , 405  

506 津田新哉 , 木戸一孝 , 三輪千華 , 久保田健嗣 , 飯哲夫 , (2005), 病徴発現に影響を与えるメロンえそ斑点ウイ
ルスの外被タンパク質遺伝子領域の解析 , 平成 17年度日本植物病理学会大会要旨集：Abstracts of PSJ Annual 
Meeting 2005 , 128  

507 津下誠治 , 寺島晋作 , 古谷綾子 , 落合弘和 , 奥尚 , 津野和宣 , 加来久敏 , 久保康之 , (2005), 変異型 plant-inducible 
promoter boxをもつ白葉枯病菌 ORFの HrpXo依存的発現 , 日本植物病理学会報 , 71(1), 69  



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

1
4
8

508 Tsukamoto K, Kuwazaki S, Yamamoto K, Shichiri M, Yoshino T, Ohtani T, Sugiyama S, 2005, Atomic force 
microscopic study for dissection and recovery of chromosome fragments, Abstract of 13th international conference on 
scanning tunneling microscopy/spectroscopy and related techniques, 200  

509 塚本和己 , 桑崎誠剛 , 山本公子 , 七里元晴 , 大谷敏郎 , 杉山滋 , (2005), AFMを用いた染色体ナノ断片の回収 , 
第 25回表面科学講演大会講演要旨集 , 115  

510 塚本和己 , 高橋宏和 , 桑崎誠剛 , 山本公子 , 大谷敏郎 , 杉山滋 , (2005), 染色体特定領域解析のための原子間力顕
微鏡による染色体ナノ断片回収 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 746  

511 Turuspekov Y, Watanabe Y, Honda I, Mano Y, Komatsuda T, (2005), Closed type of flowering in barley, 10th 
International Congress of SABRAO, August 22-23, 2005,  Tsukuba, Japan, D11  

512 内海貴夫 , 小松節子 , 岡本龍史 , (2006), イネ in vitro受精系の確立 , 第 47回日本植物生理学会年会要旨集  

513 上田実 , 藤本優 , 有村慎一 , 堤信浩 , 門脇光一 , (2005), 葉緑体移行シグナル成立に関する新規事例 , 第 107・
108回日本育種学会講演会要旨集 , Breeding Research, 7(1・2)  

514 上田実 , 藤本優 , 有村慎一 , 堤伸浩 , 門脇光一 , (2005), 核に移転したオルガネラ遺伝子はどのようにして活性
化したか , 第 7回 日本進化学会大会 , 129  

515 上田実 , 藤本優 , 有村慎一 , 堤伸浩 , 門脇光一 , (2005), フレームシフトにより誕生した葉緑体移行シグナル , 第
28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 147  

516 Ueda T, Sato T, Hidema J, Hirouchi T, Yamamoto K, Kumagai T, Yano M, (2005), qUVR-10, a major quantitative 
trait locus for ultraviolet-B resistance in rice, encodes cyclobutane pyrimidine dimer photolyase, Abstracts for 5th 
International Rice Genetics Symposium, 187  

517 上田忠正 , 矢野昌裕 , (2006), イネ紫外線抵抗性量的形質遺伝子座の検出と単離・同定 , 第 47回日本植物生理学
会年会要旨集 , 85  

518 上野修 , 房相佑 , 和田義春 , 小林奈々恵 , 金子幸雄 , 松澤康男 , (2005), *Moricandia arvensis*(C3-C4中間型 )と
カンラン (C3型 )との正逆交雑植物における光合成形質の遺伝 , 日本作物学会紀事 , 74(2), 300-301  

519 上野修 , 吉村泰幸 , 千徳直樹 , (2005), イネ科 C4植物における光呼吸能の種間差：グリコール酸オキシダーゼ
活性と維管束鞘葉緑体グラナの発達程度との関係 , 日本作物学会記事 , 74(1), 272-273  

520 上野修 , 和田義春 , 若井めぐみ , 房相佑 , (2005), *Diplotaxis tenuifolia*（アブラナ科）は C3-C4中間植物と C3
植物との自然交雑に由来する？ , 日本植物生理学会年会要旨集 , 188  

521 Vaughan D A, Kuroda Y, Kaga A, Tomooka N, (2005), The impacts of socio-economic and environmental changes 
on the rice crop complex, Diversity, Management, Protection and Utilization of Local Rice Germplasm, An International 
symposium 1-2 August 2005, Chaing Mai, Thailand, 135-143  

522 Vaughan D A, (2005), Keywords to help in adjusting to a new cultural environments, RGJ - Ph.D.Congress VI, 54  

523 Vaughan D A, Kaga A, Tomooka N, Kuroda Y, Isemura T, (2005), Research and conservation on the Azuki bean and 
Soybean crop complexes, 10th International Congress of SABRAO ＊ How to Utilize Crop Diversity for Productivity and 
Sustainability Breeding Science and Technology　for the New Era*, S2-5  

524 Vaughan D A, Kaga A, Tomooka N, Kuroda Y, Sanchez P L, Isemura T, Chaitieng B, (2005), Diversity of the genus 
*Oryza* in Papua New Guinea and its significance, 育種学研究 , 7(1・2), 295  

525 Vaughan DA, Kaga A, Kambuou R, Paofa J, (2005), The *Oryza* species of New Guinea, 日本熱帯農業学会第 98
回講演会 , 49(2), 9-10  

526 Vidya-Saraswathi D, Azhaguvel P, Senthil N, Koba T, Komatsuda T , 2005, Comparative and high resolution mapping 
of non-brittle rachis btr1 and btr2 in barley, (2005), Fourth Plant Genomics European Meetings, 20-23 September, 2005, 
Amsterdam, The Netherlands, P2-020, 124  

527 和田早苗 , 三國辰男 , 田村弘忠 , 村上理都子 , 三橋渡 , 宮本和久 , (2005), 地理的蚕品種の 3種の昆虫病原糸状菌



研
究
の
実
施
状
況

1
4
9

に対する感受性変異の関連性 , 日本蚕糸学会第 75回大会講演要旨集 , 76  

528 和田康彦 , 熊谷美幸 , 玉田賀之 , 西堀正英 , 安江博 , (2005), 烏骨鶏におけるミトコンドリア制御領域の遺伝変異 , 
第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 90  

529 Wakabayashi Y, Okamura H, Mori Y, Ichikawa M, (2005), Morphological analysis of two types of receptor neurons in 
goat olfactory epithelium, AChemS XXVII - 2005 Abstract, A13  

530 Wakabayashi Y, Okamura H, Ohkura S, Mori Y, Ichikawa M, (2005), Two subsets of sensory neurons in goat olfactory 
epithelium, Society for Neuroscience 35th Annual Meeting Abstract, #613, 18  

531 若林嘉浩 , 大蔵聡 , 岡村裕昭 , 森裕司 , 市川眞澄 , (2005), シバヤギ嗅上皮におけるフェロモン受容体遺伝子お
よび Gα i2の発現 , 日本味と匂学会第 39回大会プログラム・予稿集 , 62  

532 若山正隆 , 上野修 , 大西純一 , (2005), C4植物トダシバの諸器官における光合成細胞の量的評価と酵素分布 , 日
本植物学会第 69回大会研究発表記録 , 204  

533 渡邊匡彦 , 藤田昭彦 , 黄川田隆洋 , 中原雄一 , 奥田隆 , (2005), ネムリユスリカのクリプトビオシス , 誘導時の湿
度条件と蘇生後の活性 , 第 49回日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 , 76  

534 渡邊匡彦 , 古木隆生 , 櫻井実 , 赤尾賢一 , 黄川田隆洋 , 中原雄一 , 奥田隆 , (2005), ネムリユスリカのクリプトビ
オシスにおけるガラス化の意義 , 第 51回低温工学会年会及びセミナー講演要旨 , 26  

535 渡邊匡彦 , 黄川田隆洋 , 中原雄一 , 堀川大樹 , 奥田隆 , 坂下哲哉 , 和田成一 , 舟山知夫 , 小林泰彦 , (2005), ネム
リユスリカ幼虫におけるイオンビームと低 LET放射線の生物影響の比較 , 第 14回 TIARA研究発表会要旨集 , 
85-86  

536 渡邊匡彦 , (2005), 昆虫の耐寒性と乾燥耐性のメカニズムに関する比較生理学的研究 , 第 49回日本応用動物昆虫
学会大会講演要旨 , 163  

537 渡邊匡彦 , 古木隆生 , 黄川田隆洋 , 藤田昭彦 , 中原雄一 , 岩田健一 , 奥田隆 , 櫻井実 , (2006), ネムリユスリカの
クリプトビオシスにおけるトレハロースのガラス化の重要性 , 第 50回日本応用動物昆虫学会大会講演要旨  

538 渡邉剛志 , 宮地清香 , 古屋秀峰 , 山崎俊正 , 西内祐二 , 西尾秀喜 , 安部明廣 , (2005), ペプチドブロック共重合体
を用いたヘリックス－コイル転移機構の定量的評価 , 2005年度高分子学会予稿集 , 54(1), 2042  

539 呉健忠 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 8名 , (2005), Conservation of 3'-UTR sequences of rice expressed genes within 
the genus Oryza, Abstracts, 133  

540 呉健忠 , 金森裕之 , 佐治章子 , 備藤毅人 , 唐澤渉 , 吉原里枝 , 栗田加奈子 , 松本隆 , 佐々木卓治 , ほか 3名 , 
2005, 遺伝子マーカーを用いたイネ属におけるゲノム多様性解析 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 
156  

541 Xie X, Takano M, (2005), Characterization of rice phytochromes, Plant and Cell Physiology Supplement, 46, s166  

542 Xin X, Kawasaki S, Kato H, (2005), Fine Mapping of Rice Blast Resistance Gene Pi-kh, 第 107・108回日本育種学
会講演会要旨集：Breeding Research, 7(1-2), 252(617)  

543 山本大介 , 李載みん , 畠山正統 , (2005), カブラハバチ卵成熟過程におけるMos-MEK-MAPK経路の解析 , 第 41
回日本節足動物発生学会  

544 Yamamoto D S, Lee J M, Tachibana K, Hatakeyama M, (2005), Detailed analysis of Mos-MEK-MAPK pathway 
during oocyte maturation in the hymenopteran insect, *Athalia rosae*, Zoological Science, 22(12), 1453  

545 山本公子 , 生川潤子 , 門野敬子 , 野畑順子 , 末次克行 , 南博 , 笹沼基恵 , 笹沼俊一 , 下村道彦 , 三田和英 , (2005), 
カイコゲノム解析 -4. BACクローンを要とした連鎖地図、物理地図、塩基配列情報の連結 , 第 28回日本分子生
物学会年会・講演要旨集 , 155

  
546 Yamamoto K, Narukawa J, Kadono-Okuda K, Nohata J, Suetsugu Y, Sasanuma M, Sasanuma S, Mita K, Minami H, 

Shimomura M, (2006), SNPs linkage map of silkworm using BAC end sequence, International Symposium on Insect 
Genetics & Genomics abstracts, 74  



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

1
5
0

547 Yamamoto S, Nonoue Y, Uga Y, Takahashi Y, Kojima S, Yamanouchi U, Yano M, (2005), Rice RFT 1 functions as a 
flowering promoter under ling-day condtions, Abstract of 5th International Rice Genetics Symposium, 202  

548 山根弘子 , 片寄裕一 , 金森裕之 , 並木信和 , 藤澤雅樹 , 呉健忠 , 松本隆 , 佐々木卓治 , (2005), RecAタンパク質
による 3本鎖形成反応を介したイネ SSRの濃縮 , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 156  

549 山下秀次 , 作村健彦 , 本田大輔 , 飯塚弘明 , 奥泉久人 , (2005), 蛍光二次元ゲノム比較解析法によるコンニャク
の品種特異的ゲノム差異の検索 , 日本 DNA多型学会第 14回学術集会抄録集 , 42  

550 大和勝幸 , 中山繁樹 , 大山莞爾 , ほか9名 , (2005), ゼニゴケY染色体の構造 , 2005年度日本農芸化学会講演要旨 , 
148  

551 山内武志 , 吉野智之 , 桑崎誠剛 , 末次克行 , 山本公子 , 大谷敏郎 , 杉山滋 , (2005), 走査型近接場光学原子間力顕
微鏡による BACクローン高分解能マッピング , 第 28回日本分子生物学会年会・講演要旨集 , 747  

552 Yamauchi T, Yoshino T, Kuwazaki S, Suetsugu Y, Yamamoto K, Ohtani T, Sugiyama S, 2006, High-resolution mapping 
of specific nucleotide sequence on a chromosome using scanning near-field optical/atomic force microscope, Advances 
in single-molecule research for biology & nanoscience VIII, annual Linz winter workshop  

553 Yamazaki T, Suzuki R, R Paul, Sakai N, Katoh E, Takano M, (2005), Three-dimensional solution structure of the 
PAS1 domain of phytochrome A from rice, 19th AMERICAN PEPTIDE SYMPOSIUM PROGRAM AND ABSTRACTS, 
80(4), 596  

554 Yamazaki T, Suzuki R, Kojima C, (2005), Regulation of phytochrome signaling:domain structures and functions, 生化
学 , 77(8), 727  

555 柳川由紀 , James S, 小松節子 , Giuliana G, 鈴木玄樹 , Jianning Y, 石橋豊隆 , 西條雄介 , Xing-Wang D, (2005), 光
形態形成の negative regulatorの 1つである COP10複合体（CDD complex）の精製と機能解析 , 第 46回日本植物
生理学会年会  

556 柳川由紀 , 瀬尾茂美 , 大橋祐子 , (2005), 傷害を受けた植物中でのMAPキナーゼの動態 , 第 28回日本分子生物
学会年会・講演要旨集 , 619  

557 柳原佳奈 , 斉藤恭行 , 寺田聡 , 三木正雄 , 竹澤俊明 , (2005), ラット各種臓器より作製した切片担体上でのラッ
トインスリノーマ細胞株の培養 , 平成 17年度 (2005) 日本生物工学会大会 講演要旨集 , 227  

558 Yano M, Izawa T, (2005), Genetic and molecular dissection of flowering time in rice, Abstracts of the 5th International 
Rice Genetics Symposium, 13  

559 Yano M, (2005), Natural variations: New resources for the functional genomics in rice, Abstract of the Annual Main 
Meeting of the Society for Experimental Biology, S264  

560 Yano M, (2005), Natural variation in rice: unexploited resources for the functional genomics , Abstract of the Kumho 
Life & Environmental Science Laboratory Workshop No.10: Crop Genomics and Biotechnology, 45-46  

561 Yano M, (2005), Exploiting of rice germplasm potential based on the genomic approaches, Abstract of the International 
Symposium on Genomic-based Plant Germplasm Research, 97  

562 Yano M, Izawa T, Yamanouchi U, Nakagawa H, Ogiso E, Matsubara K, Nonoue Y, Yamamoto S, Sasaki T, (2005), 
Genetic control of flowering time in rice, Abstract of the International Symposium on Genomic-based Plant Germplasm 
Research, 43  

563 Yara A, Hattori Y, Yaeno T, Hasegawa M, Seo S, Kusumi K, Iba K, (2005), Characterization of jasmonic acid-reduced 
transgenic rice, Plant and Cell Physiology Supplement, 46, s121  

564 屋良朝紀 , 服部泰之 , 八丈野孝 , 長谷川守文 , 瀬尾茂美 , 楠見健介 , 射場厚 , (2005), ジャスモン酸欠損形質転換
イネにおける病傷害応答性の解析 , 日本植物学会九州支部 (55回 )合同沖縄大会 , 29  

565 安田伸子 , 平八重一之 , 藤田佳克 , 野口雅子 , 西村麻理江 , 川崎信二 , 林長生 , ほか 5名 , (2004), イネいもち病
菌の非病原性遺伝子 Avr-Hattan3 近傍物理地図作製と突然変異体を用いた遺伝子領域の推定 , 平成 16年度日本
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植物病理学会大会要旨集：Abstracts of PSJ Annual Meeting , 112  

566 Yayou K, 伊藤秀一 , 中村正斗 , 粕谷悦子 , 角川博哉 , 河合宏篤 , 吉岡耕治 , 新井鐘蔵 , 鈴木千恵 , 大蔵聡 , 岡村
裕昭 , (2005), 乾乳牛における脳脊髄液中オキシトシン濃度の変動と行動型との関連 , 第 104回日本畜産学会講
演要旨  

567 Yayou K, Ito S, Nakamura M, Kasuya E, Kadokawa H, Kawai H, Ohkura S, Okamura H, 2005, Oxytocin and 
arginine vasopressine in cerebrospinal fluid and its relationships with behavioural and physiological functions in dry 
cow, International Congress of the International Society for Applied Ethology, 115  

568 Yayou K, 伊藤秀一 , 大蔵聡 , 岡村裕昭 , (2005), ホルスタイン種育成牛の人工哺乳時における血漿中オキシトシ
ン濃度の変化 , 第 105回日本畜産学会講演要旨  

569 矢澤健一 , 菊地和弘 , 小沢学 , 木村隼人 , 三宅正史 , 葛西孫三郎 , 枝重圭祐 , (2005), ブタ体外受精胚における拡
大胚盤胞期での膜透過性の向上 , 第 98回日本繁殖生物学会講演要旨 , 51, j107  

570 Zang X, Komatsu S, (2005), Proteomics approach to identify osmotic-stress related proteins in rice, 日本ヒトプロテ
オーム機構第 3回大会  

571 Bubpa Chaitieng, Norihiko Tomooka, Akio Kaga, Duncan A. Vaughan, Yosuke Kuroda, Paul L. Sanchez, Takehisa 
Isemura, (2005), Development of black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] genome map, 育種学研究 , 7(1・2), 123  

（５）解説・紹介・技術資料

1 Draczynski Z, Haga A(2005)Wspolpraca z Japonia,ZYCIE UCZELNI （BIULETUYN UBFORMACYJNY 
POLITECHNIKI LODZKIEJ）,(93):18

2 廣瀬咲子 , 川東広幸(2005)A wide cross-tolerance of transgenic rice containing human CYP2B6 to various classes of 
herbicides,ISB news report,August:8-10

3 伊勢村武久 , 加賀秋人 , 友岡憲彦 , ダンカン・ヴォーン (2005)マメ類に関するゲノム解析研究の現状と今後の展
開 ,Techno Innovation 農林水産・食品分野の先端技術開発と産業化 ,15-3(57):66-70

4 伊藤剛 (2005)脊椎動物特異的なゲノム構造進化の発見 ,GSJコミュニケーションズ 若手研究者が語る21世紀の
遺伝学（IV）

5 門脇 光一 , 高橋 咲子 (2005)組み換えイネによるCoQ10の生産に成功 ,日経バイオビジネス ,(50):68

6 門脇光一 (2005)コエンザイムQ10強化米の作出 ,食品工業 ,48(24):29-33

7 亀田恒徳 (2006)昆虫生産物を用いた新素材開発研究の現状 ,繊維学会誌 ,62:72-75

8 栗崎純一 (2005)抗アレルギー畜産食品の開発 ,畜産コンサルタント ,489:34-39

9 桑名芳彦 (2005)昆虫の感覚機能を模倣利用したバイオセンサ開発を目指して ,フードリサーチ ,(7):35-38

10 松本 隆 (2005)イネゲノム塩基配列完全解読について, STAFF newsletter,16(5):7

11 永井利郎 (2005)データベースを用いた在庫管理－NIASジーンバンクの場合－ , 日本微生物資源学会誌 
21(2):83-86

12 中川仁(2005)放射線利用の現場から（5）放射線を利用した突然変異による作物の新品種育成 , 放影協ニュース
(43):11-12

13 中川仁 (2005)作物の品種改良－ゲノム研究の発展で放射線育種法の有用性がさらに明らかに , 原子力eye（げん
しりょくあい）51(No.9):24-25

14 西澤洋子 (2005)キチナーゼ・グルカナーゼの生体防御における役割 , GlycoWord

15 大越勝広 (2006)「動物工場」－新しいヤギの利用法－ ,NIASアグリバイオサイエンスシリーズNo.2 バイオイン
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ダストリー有用物質生産のための動植物昆虫工場 , 32

16 大西彰 (2006)緑色蛍光タンパク質（EGFP）を発現するクローンブタ ,O Plus E,27(8):807

17 大西彰 (2006)ヒトES細胞疑惑と日本のクローン研究 , 全国農業新聞

18 大西彰 (2006)生物研ブタが製薬企業にブーム創薬評価に活用できる組換えブタの開発推進 , 日経バイテク,18-19

19 大西彰 (2006)臓器移植用のブタ , 日本経済新聞

20 作本亮介 (2005)ブタ黄体の局所機能支配におけるサイトカインの関与 , 豚の繁殖衛生セミナー通信 ,31:33-38

21 田部井豊 (2004)遺伝子組換え作物の安全・安心の確保 , 農業及び園芸 , 80(1):191

22 田部井豊 (2004)遺伝子組換え農作物の利用の現状と生物多様性影響防止の取組み ,環境研究 , 132:34:00

23 田部井豊 (2004)ショ糖リン酸合成酸素（SPS）遺伝子を導入した組換えジャガイモの隔離圃場の試験 ,食品工場
長 ,79

24 田部井豊 (2004)バイオ農作物のメリットを探る ,食品工場長

25 田部井豊(2004)「第一種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に基づく説明会による情報提供について ,食品
工場長

26 田部井豊 (2004)遺伝子組換え農作物および遺伝子組換え技術が受ける風評被害 ,食品工場長

27 田部井豊 (2004)原材料用輸入セイヨウナタネのこぼれ落ち実態調査について ,食品工場長

28 田部井豊 (2004)組換え農作物は慣行農業や有機農業と共存できるか ,食品工場長

29 田部井豊 (2004)遺伝子組換え農作物を巡る地方自治体の動向 ,食品工場長

30 田部井豊 (2004)第八回遺伝子組換え生物のバイオセーフティーに関するシンポジウム ,食品工場長

31 田部井豊 (2004)ブラジルにおける遺伝子組換えダイズの栽培状況とわが国への組換えダイズの輸入量 ,食品工場
長

32 田部井豊 (2005)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
用の承認について ,食品工場長

33 田部井豊 (2005)2004年における遺伝子導入農作物の栽培状況 ,食品工場長

34 田部井豊 (2005)地方自治体におけるGM作物規制の動向 ,食品工場長

35 高林千幸 (2005)新しいシルクの話 , 日本絹の里雑誌 , (7):22-27

36 高林千幸 (2005)2005 Silk Summer Seminar in Okaya -第58回製糸夏期大学 -を開催して ,シルク情報 ,(66):33-39

37 高林千幸 (2005)シルク・サミット 2005 in 駒ヶ根を開催して ,シルク情報 ,(69):29-34

38 高林千幸 (2005)シルク・サミット in 駒ヶ根 報告 ,絹だより （社団法人日本絹業協会）,(141):2-4

39 高林千幸 (2006)ハイバルク・シルク繰糸機の開発 , 岡谷蚕糸博物館紀要 , (10):35-36

40 高林千幸 (2006)インドでの国際養蚕委員会第20回学術大会に参加して ,絹だより （社団法人日本絹業協
会）,(143):2-4

41 高林千幸 (2006)煮繭機の歩み ,製糸技術の保存事業－煮繭機開発の歩み－ ,100-142

42 高橋咲子 , 門脇光一 (2005)コエンザイムQ10を含む機能米の作出 ,農業技術 ,60(9):9-11



研
究
の
実
施
状
況

1
5
3

43 徳永智之 (2006)遺伝子組換え家畜はどう作る？, NIASアグリバイオサイエンスシリーズNo.2, バイオインダス
トリー有用物質生産のための動植物昆虫工場 ,20

44 徳永智之 (2006)組換え家畜は勝手に作れません 使えません ,NIASアグリバイオサイエンスシリーズNo.2, バイ
オインダストリー有用物質生産のための動植物昆虫工場 , 26

45 友岡憲彦 (2005)日本の食卓と照葉樹林文化－遺伝子解析から ,Science Journal KAGAKU - 科学 ,75(4):445-449

46 山川稔 , 坂中（西堂）寿子 , 石橋純 (2005)MRSAに効果のある昆虫抗菌性タンパク質を改変した合成ペプチドを
含む傷被覆フィブロインフィルムの開発 , ブレインテクノニュース , 33-36
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（６）特許等取得・品種登録

【特許権取得一覧】 （17．４．１～ 18．３．31）

区　分 発明の名称 登録番号 登録日 発明者 備考

国内特許
植物の感光性遺伝子およびその
利用

第 3660966 号 17. 4. 1
矢野昌裕・佐々木卓治・
高橋祐治

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と（社）
農林水産先端技
術産業振興セン
ターと共有

〃
植物の感光性遺伝子Ｈｄ１およ
びその利用

第 3660967 号 17. 4. 1
矢野昌裕・佐々木卓治・
片寄裕一・門奈理佐・布施拓市・
芦刈基行

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と（社）
農林水産先端技
術産業振興セン
ターと共有

〃
カイコへのウイルスの感染率を
高める飼料および該飼料を用い
たウイルス接種方法

第 3660981 号 17. 4. 1
加藤正雄・早坂昭二・宮澤光博・
久保村安衛・古田要二・新川徹

〃
葯と花粉で発現するプロモータ
ー配列

第 3665813 号 17. 4.15 肥後健一・岩本政雄

〃
塩ストレス耐性を制御する新規
イネ遺伝子

第 3668736 号 17. 4.22
廣近洋彦・宮尾安藝雄・武田真・
阿部清美

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
キレート剤を含むヘリコバクタ
ー・ピロリ菌用抗菌剤

第 3680081 号 17. 5.27 永井利郎・老田茂
（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃 抗ウイルス剤 第 3689735 号 17. 6.24 玉田靖

〃
塩縮した天然繊維ならびにその
製造方法

第 3696555 号 17. 7. 8 加藤弘・塚田益裕・新居孝之
（独）科学技術
振興機構と共有

〃 オオサカスジコガネの性誘引剤 第 3706884 号 17. 8.12
レアルバルタースアレス・
小野幹夫

富士フレーバー
（株）と共有

〃 クモヘリカメムシの誘引剤 第 3706885 号 17. 8.12
レアルバルタースアレス・
小野幹夫

富士フレーバー
（株）と共有

〃
抗菌性付与剤並びに抗菌性繊維
及びその製造方法

第 3711412 号 17. 8.26 塚田益裕・白田昭・小林雅夫
三 菱 レ イ ヨ ン

（株）と共有

〃
新規ナリンゲニン誘導体及びそ
の用途

第 3716975 号 17. 9. 9
柏葉晃一・友岡憲彦・
ダンカン・ヴォーン・加賀秋人・
小野裕嗣・亀山眞由美・吉田充

（独）科学技術
振興機構と（独）
食品総合研究所
と共有

〃
ストレスに応答する根特異的遺
伝子

第 3731048 号 17.10.21
小松節子・小柴共一・澤進一郎・
橋本誠

〃 葉の形状を制御する新規遺伝子 第 3747400 号 17.12. 9
廣近洋彦・宮尾安藝雄・
村田和優

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と（社）
農林水産先端技
術産業振興セン
ターと共有

〃
ブラシノライド応答性遺伝子お
よびその利用

第 3754005 号 17.12.22 小松節子・ヤンガンシャオ
（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
アミノ酸吸着材およびアミノ酸
の回収方法

第 3762991 号 18. 1.27 金澤等・塚田益裕

〃
生分解性生体高分子材料、その
製造方法、およびこの高分子材
料からなる機能性素材

第 3772207 号 18. 2.24 塚田益裕・新居孝之

〃
エチレン合成を制御する新規遺
伝子

第 3777410 号 18. 3.10 廣近洋彦・阿部清美
（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
イネ由来のジベレリン３β水酸
化酵素遺伝子およびその利用

第 3781622 号 18. 3.17
田中宥司・萱野暁明・矢野昌裕・
松岡信・小林正智

（独）理化学研
究所

〃
新たな機能を持つジベレリン２
－酸化酵素遺伝子およびその利
用

第 3783777 号 18. 3.24
田中宥司・萱野暁明・松岡信・
小林正智・斉藤臣雄・坂本知昭・
坂井美穂

（独）理化学研究所
と独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有
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区　分 発明の名称 登録番号 登録日 発明者 備考

外国特許
新規大容量バイナリーシャトル
ベクター（香港）

第 HK1009150 号
(3350753)

17. 4.22 川崎信二

〃

花粉特異的ジンクフィンガー転
写因子の遺伝子を用いて花粉稔
性を低下させる方法

（オーストラリア）

第 779284 号 ( 特開
2001-145430)

17. 5.12
高辻博志・カプールサンジャエ・
小林晃

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃

タペート層特異的ジンクフィン
ガー転写因子の遺伝子を用いて
花粉稔性を低下させる方法

（オーストラリア）

第 779285 号 ( 特開
2001-145429)

17. 5.12
高辻博志・カプールサンジャエ・
小林晃

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃

遺伝子Ａｎｙ－ＲＦ、休眠制御
物質およびその製造方法、なら
びに生体細胞の細胞制御剤

（アメリカ）

第 6894153 号
(3023790)

17. 5.17
小滝豊美・塚田益裕・鈴木幸一・
楊平

〃
高アミロース小麦澱粉およびこ
れを含む小麦粉

（アメリカ）
第 6897354 号 17. 5.24 山守誠

〃

細胞死抑制遺伝子が導入された
ストレス抵抗性植物及びその作
出方法

（ＥＰ）

第 0864650 号
(3331367)

17. 5.25
大橋祐子・光原一朗・
カマルエイマリク

〃
種々の特性を持つイネペルオキ
シダーゼ

（オーストラリア）

第 779563 号
(WO2001/042475)

17. 5.26
大橋祐子・光原一朗・
佐々木卓治・長村吉晃・
伊藤浩之・岩井孝尚・平賀勧

〃
高アミロース小麦澱粉およびこ
れを含む小麦粉

（アメリカ）
第 6903255 号 17. 6. 7 山守誠

〃
サテライト配列の単離方法

（アメリカ）
第 6919443 号
(特開2000-060559)

17. 7.19 高橋秀彰・關野正志

〃
イネ貯蔵タンパク質の発現を制
御するｂ ZIP 型転写因子

（オーストラリア）

第 781150 号
(特開2002-119282)

17. 8.25 高岩文雄・小野寺康之
（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
アセト乳酸シンターゼ遺伝子を
コードする遺伝子

（シンガポール）

第 97353 号
(WO2002/044385)

17. 8.31
清水力・中山礎・永山孝三・
福田篤徳・田中喜之・角康一郎

クミアイ化学工
業（株）と共有

〃
Ｃ４植物の光合成酵素を発現す
るＣ３植物体

（香港）

第 HK1015824 号
(3210960)

17. 9. 9
松岡信・徳富光恵・土岐精一
モーリススン－ベン．クウ

〃

昆虫細胞初代培養用培地、細胞
外マトリックスおよびこれらを
用いた短期間での昆虫培養細胞
株作出法（アメリカ）

第 6943023 号
（特開 2003-250534）

17. 9.13 今西重雄・羽賀篤信・三橋淳

〃
青枯病菌由来の挿入配列因子

（オーストラリア）
第 781788 号
(特開2002-078491)

17. 9.29 長谷部亮・土屋健一・堀田光生

〃
イネいもち病圃場抵抗性を識別
する方法

（アメリカ）
第 6963020 号 17.11. 8 奥野員敏・福岡修一

〃
多細胞生物の組織の常温乾燥保
存方法

（アメリカ）

第 6962774 号
(特開2004-275107)

17.11. 8 奥田隆・渡邊匡彦・黄川田隆洋

〃
アセト乳酸シンターゼ遺伝子を
コードする遺伝子

（韓国）

第 0536860 号
(WO2002/044385)

17.12.8
清水力・中山礎・永山孝三・
福田篤徳・田中喜之・角康一郎

クミアイ化学工
業（株）と共有

〃
外来遺伝子産物を植物の種子中
に高度に蓄積させる方法

（オーストラリア）

第 2001278765 号
(特開2002-058492)

17.12.16 高岩文雄・多田欣史
（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
葯と花粉で発現するプロモータ
ー配列

（カナダ）

第 2329510 号
(3665813)

18.1.3 肥後健一・岩本政雄

〃
ブラシノステロイド応答に関与
する新規遺伝子

（アメリカ）

第 6984727 号
(3520302)

18.1.10
廣近洋彦・山崎宗郎・
宮尾安藝雄

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有
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区　分 発明の名称 登録番号 登録日 発明者 備考

外国特許

花粉特異的ジンクフィンガー転
写因子の遺伝子を用いて花粉稔
性を低下させる方法
（アメリカ）

第 6989473 号
(特開2001-145430)

18.1.24
高辻博志・カプールサンジャエ・
小林晃

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃

タペート層特異的ジンクフィン
ガー転写因子の遺伝子を用いて
花粉稔性を低下させる方法
（中国）

第 ZL99817078.X 号
(特開2001-145429)

18.1.25
高辻博志・カプールサンジャエ・
小林晃

（独）農業・生物
系特定産業技術
研究機構と共有

〃
植物の形態を変化させる転写因
子の遺伝子およびその利用
（アメリカ）

RE38966E
(3054694)

18.1.31 高辻博志・中川仁

〃

遺伝子Ａｎｙ－ＲＦ、休眠制御
物質およびその製造方法、なら
びに生体細胞の細胞制御剤
（ＥＰ）

第 1101819 号
(3023790)

18.2.1
小滝豊美・塚田益裕・鈴木幸一・
楊平

〃
青枯病菌由来の挿入配列因子
（オーストラリア）

第 2003264645 号
(特開2002-078491)

18.2.2 長谷部亮・土屋健一・堀田光生

〃
青枯病菌由来の挿入配列因子
（オーストラリア）

第 2003264646 号
(特開2002-078491)

18.2.2 長谷部亮・土屋健一・堀田光生

〃
高アミロース小麦澱粉およびこ
れを含む小麦粉
（アメリカ）

第 7001939 号 18.2.21 山守誠

〃
アセト乳酸シンターゼ遺伝子を
コードする遺伝子
（中国）

第 ZL01822268.4 号
(WO2002/044385)

18.3.15
清水力・中山礎・永山孝三・
福田篤徳・田中喜之・角康一郎

クミアイ化学工
業（株）と共有

【品種及び命名登録一覧】 （17．４．１～ 18．３．31）

区　分 農林水産植物の種類及び名称 登録番号 登録日 育成者 備考

品種登録 稲（エルジーシー活） 第 13871 号 18.3.9
西村実・草場信・宮原研三・
西尾剛・飯田修一・井邊時雄・
佐藤宏之

（独）農業・食
品産業技術総合
研究機構と共有

〃 稲（エルジーシー潤） 第 13872 号 18.3.9
西村実・草場信・宮原研三・
西尾剛・飯田修一・井邊時雄・
佐藤宏之

（独）農業・生
物系特定産業技
術研究機構と共
有

＊「特許等登録番号」欄の下段は、国内の公開又は登録番号

（８）産官学連携

■共同研究相手先■ 　（17．４．１～ 18．３．31）

相　手　先 件　数

国及び独立行政法人 22

公立及び公益法人 15

国立大学 24

公立大学 2

私立大学 10

特殊法人 ―

民間企業 32

外　　国 4

合　　計 109

（７）品種登録
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種　　類 特許権 実用新案権 商標権 著作権 育成者権

出願中件数（国内） 215 0 2 0 18

　　〃　　（外国） 262 0 0 0 1

小　　計 477 0 2 0 19

保有件数（国内） 199 5 7 19 32

　　〃　（外国） 90 0 0 0 8

小　　計 289 5 7 19 40

許諾件数（国内） 43 3 0 0 43

　　〃　（外国） 2 0 0 0 0

小　　計 45 3 0 0 43

■知的財産件数一覧■ （17．４．１～ 18．３．31）

No. 　　　　　　研究成果名 　研究グループ 　研究チーム 分類

1 カイコ２型濃核病ウイルス抵抗性遺伝子の単離と解析 ゲノム研究 G 昆虫ゲノム研究 T 知的貢献

2 名古屋コーチンの DNA 識別方法 ジーンバンク 動物資源研究 T
技術開発

農業生産

3
細胞内発現抗体（イントラボディ）を用いたタンパク質機能ド

メイン解析法の開発
生体防御研究 G 分子免疫研究 T

知的貢献

技術開発

4 クワは乳液で昆虫の食害から身を守る 昆虫適応遺伝研究 G 昆虫植物間相互作用研究 T 知的貢献

5 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 昆虫生産工学研究 G 昆虫細胞工学研究 T
生物産業

技術開発

6 アズキ連鎖地図の構築 遺伝資源研究 G 集団動態研究 T
知的貢献

技術開発

7
転移性因子によるアワのアミロース合成遺伝子の多様性と分

子進化
ジーンバンク 植物資源研究 T 知的貢献

8 フィトクロムは、イネにおける唯一の赤色光受容体である。 生理機能研究 G 環境ストレス研究 T 知的貢献

9 スギ花粉症緩和米のマウスでの有効性確認 新生物資源創出研究 G 遺伝子操作研究 T 技術開発

（９）主要な研究成果
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（10）講演会・研究会等

1 Fukuta Y, Telebanco-Yanoria M J, Imbe T, Tsunematsu H, Kato H, Ban T, Ebron L A, Hayashi N, Ando I, Khush G 
S(2004)Monogenic lines as an international standard differential set for blast resistance in rice (Oryza sativa L.), Rice 
Genetics Newsletter, 21:70-72

2 古澤軌 (2005)マウスES細胞分化制御因子へのアプローチ , 増殖・分化機構の解明による動物細胞機能制御技術
の開発 , 平成17年度公開成果検討会

3 Haga A (2005)The Utilization of Insect Product for the Biomaterial Development, ポーランド国立ウッジ技術大学高
分子物理化学科主催特別セミナー

4 Haga A(2005)The Utilization of Insect Product for the Biomaterial Development, ポーランド国立化学繊維研究所主
催セミナー

5 畠山正統 , 山本大介 , 李載みん (2005)カブラハバチの遺伝子機能解析ツール：tTA/TRE 発現制御システムの利用 ,
第26回菅平前口動物学セミナー

6 市丸徹 , 茂木一孝 , 森裕司 , 大蔵聡 , 岡村裕昭 (2005)ヤギ雄効果フェロモン受容部位の探索 , 第9回鋤鼻研究会プ
ログラム

7 稲福政史 , 草場信 , 高原学 , 小林真 , 蝦名真澄 , 中川仁 (2005)放射線照射によるギニアグラス「ナツユタカ」の生
育特性 , Japanese Journal of Grassland Science(日本草地学会誌 )51(別 ):452-453

8 Ishikawa M (2005)Dissecting the tobamovirus RNA replication process, Annual Noble Foundation Virology Retreat

9 石川雅之(2005)植物プラス鎖 RNA ウイルスの増殖機構 , 第792回生物科学セミナー（東京大学理学部生物学科
植物学教室）

10 石川雅之 (2005)トバモウイルス RNA の複製機構 , 日本植物病理学会 平成17年度植物感染生理談話会

11 石川雅之(2005)タバコモザイクウイルスの増殖機構 , 東京大学新領域創成生命科学研究科 デパートメントセミ
ナー

12 伊藤剛(2005)微生物進化における水平遺伝子移行の役割 , 国立遺伝学研究所研究会 生物多様性の分子機構の解
明と分子進化学の新展開

13 岩丸祥史 , 星野めぐみ , 竹之内敬人 , 高田益宏 , 今村守一 , 葭葉幸子 , 舛甚賢太郎 , 横山隆 , 岡田洋之 , 木谷裕 , 品
川森一(2005)PrP過発現マウス由来のミクログリア細胞株はマウス順化スクレイピー株とBSE株に持続感染す
る , 第28回日本分子生物学会年会・講演要旨集

14 岩元正樹 , 菊地和弘 , 淵本大一郎 , 鈴木俊一 , 橋本径子 , 千本正一郎 , 田上貴寛 , 武田久美子 , 花田博文 , 永井卓 , 
大西彰 (2005)カフェイン添加によるブタ体外成熟卵子のエイジング抑制効果 , 第105回日本畜産学会講演要旨 , 
72

15 門野敬子 (2005)ゲノム情報を利用したカイコ濃核病ウイルス抵抗性原因遺伝子の単離 21世紀最大の未利用資源
活用のための「昆虫テクノロジー」研究プロジェクト成果発表会講演要旨集 , 24-28

16 門脇光一 , 高橋咲子 , 草野博彰 , 荻山友貴 , 島田浩章 , 川向誠(2005)コエンザイムQ10生産イネの作出 , 17年度日
本農芸化学会講演要旨 , 126

17 門脇光一 , 高岩文雄 (2005)高度な機能を持ったお米の開発 , ツクバ・イン・アキバ2005, 36

18 Kinoshita H, Watase H, Iizuka M, Kosegawa E, Hirokawa M, Tatematsu K, Nagayasu K(2005)Database Creation on 
Genetic Resources of Silkworm, The 20th Congress of the International Sericultural Commision, Conference 
Papers, 3(5):68-76

19 李載みん , 丹羽シンチア , 茗原眞路子(2005)ヤマトヒメミミズの再生メカニズム研究の現状と展望 , 第26回菅平
前口動物セミナー

20 前田美紀 (2006)立体構造を用いた機能未知蛋白質の機能予測の試み －生体内分子の三次元構造データベース
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3DMETの開発－ , 熊本大学特別講演会（大学院講義「生物情報科学」）

21 前田美紀 (2005)低分子化合物の2D構造から3D構造への変換における問題点 , 2005年Triposユーザ会

22 村上理都子 , 小山朗夫 , 安居拓恵 , 宮本和久 , 三橋渡 , 和田早苗(2005)春切りクワにおける1-デオキシノジリマ
イシンの採取時期および葉位変動について , 日本蚕糸学会関東支部第56回学術講演会講演要旨集 , 5

23 永井利郎 (2005)MAFFにおけるロット管理 , 日本微生物資源学会2005年度大会実務担当者会議

24 永易健一 (2004)「染める・織る」という点から観たお蚕 , 全国植物染織研究会25周年記念講演会

25 内藤 充 (2006)ニワトリにおける生殖細胞操作 , 特定領域研究・冬のワークショップ

26 中川仁(2005)Review of present status of the Mutation Breeding (MB) Project -the Forum for Nuclear Cooperation in 
Asia (FNCA)-, 6th FNCA Coordinators Meeting (March 30 - April 1, 2005)

27 中川仁 (2005)巨大人口を抱えるアジアの食糧確保と放射線品種改良の活用突然変異利用プロジェクトのこれま
での成果と研究の展開「アジアの発展と原子力」講演会 日本原子力産業会議主催

28 Nakagawa H(2005)Germplasm of sorghum, its utilization, and optimum dosage of ion beam irradiation for the 
mutation breeding, FNCA 2005 Workshop on Mutation Breeding Dec. 5-9(2005) in Kuala Lumpur, Malaysia

29 Nakagawa H(2006)Review & present status of activities in mutation breeding (MB)-The forum for Nuclear 
Cooperation in Asia (FNCA), 7th FNCA Coordinators Meeting, March 1 -3, Tokyo, Japan

30 中島健一 (2005)特徴ある蚕品種繭を用いた研究開発 , 信州ブランド繭・蚕用途開発養蚕技術研修会

31 Nishimura M, Hayashi N(2005)イネいもち病菌のAPSESタンパク質Mstu1は付着器の成熟を制御する , 第5回糸
状菌分子生物学コンファレンス , 43

32 Noda H(2005)Recent advances in the planthopper ESTs analyses, NIAS/COE international symposium 

33 野田博明 (2005)マイクロアレイの利用：発現遺伝子探索からネットワーク解析へ , 昆虫テクノロジー・プロジェ
クト成果発表会

34 Ochiai H, Tejima K, Numata S, Nakayama T, Inoue Y, Takeya M, Kaku H(2005)Genome sequencing of Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae and geneome-wide analysis of pathogenicity-related gene expression, International workshop 
Xanthomonas Genemo Research

35 岡和希 , 東城幸治 , 畠山正統 , 山本大介(2005)昆虫付属肢形成における基本プランの解明－カブラハバチを用い
た発生学的アプローチ－第26回菅平前口動物学セミナー

36 大西彰 (2005)クローン技術を利用したトランスジェニック豚の開発 , 第4回鹿児島異種移植研究会招待講演

37 鈴木倫太郎 , 山崎俊正(2005)フジツボの分化に関わる接着タンパク質の研究 , タンパク3000プロジェクト「発
生・分化とDNAの複製・修復」

38 田部井豊 (2004)遺伝子組換え作物のリスク,  第8回植物保護・環境シンポジウム（日本学術会議主催）

39 田部井豊 ,2003,GMO食品の現状 , 日本食品保蔵科学会第52回シンポジウム

40 田部井豊 ,2003,遺伝子導入植物と環境に対する安全性評価 , 日本リスク研究学会シンポジウム

41 田部井豊 (2004)農林水産分野における組換え体利用に関する安全確認について , 日本生物工学会シンポジウム

42 高林千幸(2005)Development of the flexible type silk reeling machine, The 20th congress of the International Sericultural 
Commission  Conference papers, Vol.3 112-118

43 高林千幸 (2005)シルクの多様な新衣料用素材・生活用資材の開発 , 平成17年度第2回GIFUシルク研究会講演資
料
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44 高橋咲子 , 島田浩章 , 川向誠 , 門脇光一 (2005)イソプレノイド側鎖長の改変によるコエンザイムQ10強化米の開
発 , ドリコールおよびイソプレノイド研究会例会 , 17

45 竹内香純 , 田口富美子 , 安田千裕 , 村田勝義 , 加藤悦子 , 加藤静恵 , 賀来華江(2004)植物病原細菌 Pseudomonas 
syringae のべん毛タンパク質フラジェリンの糖鎖修飾と植物相互作用 , 植物微生物研究会 第14回研究交流会 講
演要旨集

46 竹澤俊明 (2005)生体内の細胞応答を外挿する培養技術の開発 , 創薬基盤としての公共的ヒト組織バンクを中心
とした肝組織・細胞の研究利用システムの構築に関する研究の班会議

47 竹澤俊明 (2005)生体を反映した三次元培養技術の開発とその応用構想 ,耳鼻咽喉科再生医学研究会

48 竹澤俊明(2005)創薬および再生医療を指向して開発している肝細胞培養技術の現状とその展望 , 2005年度第二
回動物細胞工学シンポジウム プログラム・要旨集 '1-2

49 竹澤俊明 (2005)生体を反映した三次元培養技術の開発とその応用構想 , 横浜国立大学 第三回横浜医化学工学研
究会

50 竹澤俊明 (2005)ゲル薄膜培養担体を活用した培養モデルの構築とその有用性の検証 , 「増殖・分化機構の解明に
よる動物細胞機能制御技術の開発」(アニマルリモデリングプロジェクト )平成17年度公開成果検討会抄録 22

51 富岡啓介 , 西川盾士 , 森脇丈治 , 佐藤豊三 (2006)*Colletotrichum destructivum* O'Garaによるキンギョソウ炭疽病
（病原追加） ,日本植物病理学会報 , 72(1):51
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４．実施プロジェクト課題一覧

■農業生物資源研究所がリーダーとして推進しているプロジェクト課題

委託プロジェクト研究

「QTL」QTL遺伝子解析の推進 研究期間
1 イネ完全長cDNAクローンの配列情報の拡充とオリゴアレイシステムの充実 17～ 19
2 日本陸稲品種のいもち病圃場抵抗性遺伝子の単離と機能解析 17～ 19
3 イネの穂ばらみ期耐冷性遺伝子qCT-7およびqFLT-6の単離 17～ 19
4 QTL遺伝子解析手法の体系化ならびに研究支援 17～ 19
5 イネの吸汁性害虫抵抗性遺伝子の単離 17～ 19
6 遺伝子探索のためのイネ染色体断片置換系統群の作出と評価 17～ 19
7 イネ穂いもち抵抗性遺伝子Pb1の単離と機能解析 17～ 19
8 イネの根組織形態に関与する遺伝子座の同定 17～ 19
9 有用変異検出のためのアジア栽培イネDNA変異カタログの作成 17～ 19

10　TILLINGを用いたイネ全遺伝子ミュータント探索システムの形成と遺伝子機能解析への利用 17～ 19

「多様性ゲノム」多様性ゲノム解析研究
1 イネゲノムの多様性及び種分化機構の解明のための比較ゲノム的研究 17～ 19
2 オオムギ完全長cDNAライブラリー構築と塩基配列解析 17～ 19
3 比較ゲノム解析による穀類有用遺伝子の探索 17～ 19
4 ドメイン構造に基づいた穀物の同祖遺伝子データベースの作製とその利用 17～ 19
5 イネ穂発芽関連遺伝子の単離と機能解明 17～ 19
6 ムギ類の日長反応性QTLの解析 17～ 19
7 オオムギの穂の形態形成に関与する遺伝子の単離と構造解析 17～ 19

「重要形質」イネ・ゲノムの重要形質関連遺伝子の機能解明
1 イネ出穂期調節における分子ネットワークの解明 15～ 17
2 マップベースクローニングによる有用遺伝子単離手法の体系化および研究支援 16～ 17
3 耐病性発現に関わるシグナル伝達系の解析とその利用 15～ 17
4 病害抵抗性に関与する転写因子の同定と作用機構の解明 15～ 17
5 イネ3量体Ｇタンパク質シグナリングパスウエイの解明とその利用 17
6 エリシター応答に関わる遺伝子の機能の解明 15～ 17
7 イネC4光合成関連遺伝子の探索と機能解析 15～ 17
8 イネにおける光シグナルの受容・伝達機構の解明と応用 15～ 17
9 アポミクシス胚発生初期過程に特異的な遺伝子群の機能解析 17

10　イネにおける老化メカニズムの解明 15～ 17
11　粘膜免疫システムを利用した経口ペプチドワクチン米の開発 15～ 17

「ミュータントパネル」遺伝地図とミュータントパネルを利用した単離及び機能解明
1 ミュータントパネル遺伝子破壊部位大量解析とデータベース構築 16～ 19
2 アクチベーションタギングによる遺伝子機能の解析 16～ 19
3 イネクロライドチャンネル遺伝子の機能解明 16～ 19
4 劣性耐病性変異体の系統的単離とその遺伝子単離による機能解析 17～ 19

「組換え体利用型」組換え体を用いた有用遺伝子の大規模機能解明と関連技術の開発
1 イネ完全長cDNA過剰発現（FOX）イネ系統の大規模作出および生育やストレス応答関連遺伝子の
　 探索と機能の解明 17～ 18
2 イネフォックスハンティングを加速する技術開発と研究支援 17～ 18
3 イネの塩ストレス回避機構とその利用 17～ 18

「リソースセンター」イネ・ゲノムリソースセンターの整備
1 研究資源の増殖、保存・管理、提供体制の整備 15～ 17
2 研究材料の利用技術の開発・整備 15～ 17



農
業
生
物
資
源
研
究
所　

年
報

1
6
2

3 研究材料及び情報の高度管理・提供システムの開発 15～ 17
4 イネ突然変異系統材料の拡充・整備 15～ 17

「畜産ゲノム」畜産ゲノム研究の加速化
1 ブタ・ゲノム情報のデータベースの構築 14～ 18
2 ブタ抵抗性遺伝子の構造・多型と機能の関連性の解明 16～ 18
3 ブタ第7染色体の椎骨数QTLの責任遺伝子の同定および椎骨数と関連する多型の検出 16～ 18
4 AFLP法を用いた形質連鎖ゲノム領域の物理的抽出 15～ 17
5 脂質代謝関連酵素遺伝子の発現調節機構の解析 16～ 18
6 AFLPを用いたブタ筋肉中脂肪量遺伝子座の解明 17
7 複数家系の多型情報を統合したQTL解析手法の開発　 14～ 18

「昆虫テクノロジー」21 世紀最大の未利用資源活用のための昆虫テクノロジー研究
1 SNPsを利用したカイコ連鎖地図の作成 15～ 18
2 高精度カイコドラフトシーケンス作成とアノーテーションおよび比較ゲノム解析 17
3 カイコESTデータベースの拡張と害虫ESTデータベースの作成 17
4 BACコンティグの染色体へのマッピング 17
5 カイコ突然変異原因遺伝子のマップベーストクローニング 17
6 ウイルス抵抗性遺伝子の単離、解析とその利用法の開発 15～ 18
7 再生医療用素材として繭糸を利用する技術の開発 15～ 18
8 膜翅目昆虫の生殖制御と有用物質導入系統の作出 15～ 18
9 生理活性ペプチド受容体拮抗剤開発のための機能解析系の構築 17

10　幼若ホルモンを標的としたゲノム創農薬技術の開発 17
11　各発育段階で発現した遺伝子産物の質量分析による時系列的解析 17
12　昆虫由来の新規トランスポゾンによる突然変異誘発法の開発とそれによるカイコの遺伝的改変手法の確立 15～ 18
13　カイコ尿酸代謝遺伝子の単離と機能解析 15～ 18
14　脱皮ホルモンの受容体の特異機能発現機構の解明 15～ 18
15　in situ hybridizationによるカイコの遺伝子発現解析技術の開発 17
16　昆虫の乾燥耐性遺伝子の解析とその利用技術の開発 15～ 18
17　害虫の遺伝子発現解析と特異機能遺伝子の探索 15～ 18
18　昆虫由来セルラーゼの特性評価とその生産法の開発 15～ 18
19　カイコおよび害虫のESTマイクロアレイ作成と利用 17
20　昆虫抗微生物タンパク質遺伝子の機能解析と利用技術の開発 15～ 18
21　効率よく組換えタンパク質を生産する蚕品種の開発 15～ 18
22　機能性繊維蛋白質の高次構造と動的挙動の解析 15～ 18
23　軟骨再生材料のためのフィブロイン改変技術開発 15～ 18
24　セリシンの特性解明と化学加工・利用技術の開発 15～ 18
25　トランスジェニックカイコにおける導入遺伝子の効率的発現制御システムの構築 15～ 18
26　カイコエンハンサートラップ系の基盤整備 17

交付金プロジェクト研究

「ジーンバンク」農業生物資源ジーンバンク事業 研究期間
1 遺伝資源の国内、海外探索収集と調査 13～ 17
2 遺伝資源の各種有用特性・遺伝的多様性の評価   13～ 17
3 遺伝資源の長期保存と品質評価　 13～ 17
4 遺伝資源の情報管理システムの高度化と公開情報の高品位化　 13～ 17
5 微生物遺伝資源の保存・配布、遺伝資源情報の管理・提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊独法受託・森林総研 (ジーンバンク事業）＊ 17

6 カイコ遺伝資源の冷蔵・凍結による長期貯蔵法の開発 15～ 17

「形態・生理」形態・生理の改変による新農林水産生物の創出に関する総合研究
1 ジベレリン・ブラシノステロイドを介するイネ草型制御機構の解明 16～ 19
2 糖質分解酵素のX線結晶構造解析、機能解析及び機能改変 16～ 19
3 タンパク質構造データを用いた光化学系Ⅱ酸素発生系構築過程の解析 16～ 19
4 C3-C4光合成による光呼吸の制御とその遺伝機構の解明 16～ 19
5 イネにおける転流特性を決定する機構の解析 16～ 19
6 鳥類における個体に再生可能な遺伝子導入細胞の作出　 16～ 19
7 牛の卵巣機能制御に関わる遺伝子発現とその分子機構の解明  16～ 19
8 低栄養ストレスによる繁殖障害の生理機構の解明 16～ 19
9 ヤマトヒメミミズの再生メカニズムの解析 16～ 19
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10　脱皮ホルモン・シグナリングの修飾、阻害の分子機構の解明と利用 16～ 19
11　幼虫期の真皮細胞における増殖機構の解明 16～ 19
12　ネムリユスリカのクリプトビオシスの誘導および蘇生に関わる生理機構の解明 16～ 19
13　ストレス耐性に関与するｼﾞﾝｸフィンガー転写因子の標的遺伝子の探索とその機能解析 16～ 19
14　マメ科植物の共生窒素固定系における共生器官の形成機構 16～ 19
15　イネいもち病菌の分生子形成終了メカニズムの解明 16～ 19
16　豚体細胞核移植技術の高度化 16～ 19
17　豚卵丘細胞において成熟期特異的に発現する遺伝子群の解明 16～ 19

「組換え植物」遺伝子組換え体を応用した次世代植物の開発に関する研究
1 種子への遺伝子直接導入法の開発 16～ 17
2 イネの発芽種子 in planta 形質転換法とそのジーンターゲッティングへの応用 16～ 17
3 イネ花器官への in planta 形質転換法の開発 16～ 17
4 部位特異的組換えを利用したマーカーフリー技術の開発 15～ 17
5 ジーンサイレンシングを利用したウイルス抵抗性ウリ科植物の開発　 14～ 17
6 イネ・カルシウム依存性プロテインキナーゼ遺伝子導入による各種ストレス耐性イネの開発　 14～ 17
7 転写因子の利用による稔性・和合性制御によって組換え遺伝子の拡散を回避する技術の開発 15～ 17
8 植物生体膜における無機塩類輸送の利用技術の開発　 11～ 17
9 Ｃ４光合成回路付与によるイネの光合成機能の改良　 16～ 17

10　イネの草姿を制御する技術の開発　 15～ 17
11　溶菌酵素の発現量や蓄積部位の制御によるいもち病抵抗性イネの作出 15～ 17
12　コムギ由来VP-1遺伝子導入による穂発芽抵抗性ムギ類の作出　 14～ 17
13　ミネラル強化米の開発　 14～ 17
14　ユビキノン -10の付与による新規な健康機能性作物の開発 15～ 17
15　熱産生機能を付与した低温回避イネの開発　 14～ 17

「動物行動」動物（家畜・昆虫）の行動メカニズムの解明と制御技術の開発
1 ブタの匂い連合学習と海馬θリズム等の機能的連関の解析 17～ 18
2 家畜フェロモンの神経生物学的解析　 14～ 18
3 ウシフェロモン受容機構の解析 17～ 18
4 昆虫の触角葉・キノコ体における匂い情報処理の神経機構の解明 14～ 18
5 昆虫の化学感覚細胞における情報変換機構の生理学的解析　 14～ 18
6 昆虫の化学感覚に関与する分子の単離と機能の解明　 14～ 18
7 昆虫の繁殖・摂食行動を解発するフェロモン等の化学物質の構造と機能　 14～ 18

「共生系解明」共生系の解明による生物制御基盤技術の開発
1 トバモウイルスと宿主の共存を支える分子基盤の解明 17～ 19
2 イネとイネいもち病菌の相互作用の解析 17～ 19
3 感染受容及び根粒形成を制御する遺伝子ネットワークの解明　 17～ 19
4 植物の植食昆虫耐性の特異的発現機構と原因物質の解明およびその利用 17～ 19
5 吸汁性害虫抵抗性イネ品種の摂食阻害因子と摂食関連唾液成分との関係解明 17～ 19
6 昆虫ウイルスの遺伝子発現を利用した宿主遺伝子機能解析手法の開発 17～ 19
7 ファイトプラズマ媒介に関与する宿主昆虫内の分子機構 17～ 19
8 昆虫病原細菌 (Bt菌 )産生毒素と鱗翅目昆虫との相互作用の解明 17～ 19
9 昆虫ポックスウイルス産生スピンドルの感染増進分子機作の解明と利用技術の開発 17～ 19

10　分子生物学的マーカーを用いた天敵をめぐる昆虫群集内の相互作用の解明 17～ 19
11　イネ白葉枯病菌感染課程における遺伝子発現機構とイネとの相互作用の解析 17～ 19

「増殖・分化機構」増殖・分化機構の解明による動物細胞機能制御技術の開発
1 胚性幹細胞の可塑性と不可逆的分化を制御する内的因子と微小環境因子の解明 17～ 21
2 ニワトリ精原幹細胞の樹立に関する研究 17～ 21
3 前駆脂肪細胞における分化抑制機構の解明 17～ 21
4 ウシ栄養膜の伸長および細胞分化機構の解析 17～ 21
5 昆虫における減数分裂周期制御の分子機構の解明 17～ 21
6 環形動物の再生における幹細胞の関与と脱分化メカニズムの解析 17～ 21
7 細胞内発現抗体（intrabody）を用いたミクログリアの機能制御技術の開発 17～ 21
8 糖蛋白質Ｆ -スポンジンの卵胞発育調節作用の解析とその応用 17～ 19
9 リボソーム産生調節を中心とした減数分裂における遺伝子翻訳調節機構の解析 17～ 19

10　雄性生殖系列の減数分裂期特異的遺伝子発現に関わる因子の解析 17～ 21
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■競争的資金獲得により推進しているプロジェクト課題

競争的資金

「戦略基礎」
1 TMVの複製蛋白質の翻訳から複製複合体の形成に至る分子機構の解明、複製複合体の構成要素の
 　同定と各因子の機能、RNA複製と細胞間移行の連携機構、および、TMV複製蛋白質によるRNA
　 サイレンシング抑制機構の解明 17～ 19
2 高能率BACライブラリーに基づくオオムギ特異的遺伝子の解析 13～ 18
3 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 14～ 19

「科研費　基盤Ｂ」
1 キュウリモザイクウイルスの複製機構の解明 16～ 18
2 花のホメオティック遺伝子のエピジュネティックな発現制御に関わる分子機構の解明 16～ 17
3 ニワトリ始原生殖細胞への外来遺伝子導入法に関する研究 16～ 18
4 トランスジェニック技術を利用した非モデル昆虫の遺伝子機能解析システムの開発 17～ 20
5 カイコゲノム解析を応用したクワコ自然集団の遺伝的特性とカイコ家畜化過程の研究 16～ 18
6 DD法による遺伝子のマッピングの実施 17～ 　
7 植物の乳液・滲出液および局所・微細構造が担う耐虫防御の発現機構に関する研究 17～ 19
8 分子・生体情報に基づく東南・東アジアにおけるハダニ類の拡大 16～ 18
9 ハダニ類のDNA解析 17～ 　

10　東アジアにおける病原微生物の移・侵入ルート 15～ 18
11　作物近縁野生種コアコレクションを利用した効率的共生系遺伝子資源保全法の開発 16～ 17
12　NMR顕微鏡、赤外線放射温度計等による植物の凍結挙動の可視化と凍害回避の機構の解析 16～ 19
13　減数分裂異常原因遺伝子の単離と遺伝子導入による生殖細胞形質転換手法の開発 15～ 17
14　原始卵胞卵子からの産仔発生システムの開発 17～ 20

「科研費　基盤 C」
1 イネのアシルトランスフェラーゼファミリーによる病害抵抗性機構の解明 17～ 18
2 父性遺伝性を示すミトコンドリアプラスミドのブラシカ属内存在様式の解明 17～ 18
3 イネいもち病菌の活性酸素消去因子とそれを阻害するイネ由来の因子の解析 16～ 18
4 イネの転び型及び挫折型倒伏における耐性メカニズムの解明 16～ 18
5 枝分かれの制御における転写調節機構の解明 16～ 18
6 ウシ胎盤性プロラクチン関連タンパク質の標的細胞の同定と生理作用の解明 17～ 19
7 細胞外マトリックスの動態評価によるウシの分娩後の子宮修復診断法の開発 17～ 19
8 牛におけるメラトニンの視床下部－下垂体軸調節機能の解明 17～ 19
9 シバヤギ脳内エネルギー感受システムにおけるモノカルボン酸輸送担体の機能解析 17～ 19

10　昆虫神経ペプチドが種特異的な生理機能を発現する機構解明 15～ 17
11　中国大陸のトノサマバッタの生活史と休眠の生理生態学研究 17～ 18
12　マメ科植物共生窒素固定系成立に関する宿主植物側因子の解明 17～ 19
13　ウォルバキア細菌の機能解析と人為感染昆虫の不和合性評価 16～ 18
14　野生イネ完全長cDNAライブラリーの解読と日本晴情報との比較ゲノム解析 17～ 19
15　分子情報に基づくXanthomonas属細菌の進化・系統及び病原性分化の解析 17～ 18
16　酵母キラー情報の感受性酵母細胞内への伝達機構の解析 16～ 18
17　ＸおよびＹ染色体連鎖遺伝子群が関与する他因子性・致死性疾患の遺伝解析 15～ 17
18　植物形質転換用超小型バイナリーベクターの開発 16～ 17
19　メガサテライトDNAの超可変性による協調進化と放散進化 16～ 17

「科研費　若手 B」
1 イネセントロメア領域におけるキネトコア形成領域の同定 17～ 19
2 水平移行遺伝子の包括的検出法開発と進化的ダイナミズムの解明 17～ 18
3 イネへの有用形質付与を目指したカルシウム依存性プロテインキナーゼ属の機能解析 17～ 19
4 糸状菌由来α－ガラクトシダーゼの結晶構造解析及び基質認識機構の解明 16～ 18
5 ストレスによる生殖機能低下メカニズムの解明とその対処法の開発 17～ 18
6 ネムリユスリカのクリプトビオシス誘導を制御する環境要因の解析とその利用 16～ 18
7 トランスジェニック・カイコにおける組換え体絹タンパク質の高効率発現システムの開発 16～ 17

「科研費　萌芽」
1 プラスチック製カラムチューブを用いた多用途二次元電気泳動法の開発と応用 16～ 17
2 昆虫の進化における飛翔器官の獲得・発達・退化に関する遺伝子群の解明 17～ 19
3 形質転換植物体の策出 17～ 18
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4 家畜遺伝資源の保全に関する理論研究とデータベースの構築 15～ 17
5 プロムグラス培養細胞が分泌する不凍タンパク質の同定 17～ 18

「科研費　特定領域」
1 短日植物イネの花芽形成における二成分系信号情報伝達経路の解明 17～ 18

「二国間」
1 昆虫神経ペプチドの種および組織特異的な機能発現機構の解明に関する研究 16～ 17

「国際的リーダー」
1 イネアノテーション会議開催及び準備等 16～ 18
2 保存鳥類細胞の利用に関する応用研究 17～ 19

「植物－微生物　総合研究」
1 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 12～ 17
2 マメ科植物における根粒特異的遺伝子の機能と発現調節機構 13～ 17
3 病原細菌のゲノム情報に基づく病原性分化機構の解析　 12～ 17

「生研基礎」
1 染色体ナノフラグメント解析システムの構築 15～ 19
2 光シグナルによる花芽分化誘導調節の分子機構の解明 14～ 18
3 耐病性植物育種の分子基盤研究 14～ 18
4 イネイモチ病菌感染初期課程におけるシグナル伝達機構の解明 17～ 21
5 染色体断片群の導入によるコシヒカリの複数有用形質の同時改良 16～ 18
6 未分化細胞等の分化・発生能の評価技術の開発 14～ 18
7 トランスジェニック線虫を使ったリガンドー受容体相互作用に関わる試験研究　 13～ 17
8 幼若ホルモンネットワーク遺伝子の解明と制御 17～ 21
9 カイコゲノム情報に基づくＪＨネットワーク遺伝子の解明 17～ 21

10　昆虫の接触化学受容システムを通した行動制御の基礎研究　 13～ 17
11　ネムリユスリカの極限環境に対する耐性の分子機構の解明 16～ 20
12　非メチオニン型翻訳開始機構の解析とその利用法の開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊生研基礎・若手支援＊ 13～ 17

13　昆虫の抗微生物蛋白質の特性解明と改変 13～ 17
14　イネ胚乳細胞のオルガネラ工学の開発と利用 17～ 21

「異分野融合」
1 カビ比較ゲノム情報に基づく新規抗カビ剤の開発 17～ 21

「重要課題解決型」
1 FOXハンティングで選抜されたイネ完全長cDNAのイネでの機能解析と新規病害抵抗性遺伝子の探索 17～ 19
2 アルボウイルスの流行予測と防疫システムの構築 16～ 20

「農林水産高度化」
1 ウシの着床誘導物質の同定とこれを応用した受胎促進技術の開発 17～ 21
2 体外生産胚を用いたブタ繁殖技術の高度化に関する研究 15～ 17

「天敵ダニ　若手支援」
1 天敵ダニの行動変異の解明と利用法の開発 14～ 18

「地球環境」
1 自生集団内および集団間における遺伝子移行の評価法の開発 -自殖性作物について 15～ 17
2 遺伝子移行に及ぼす環境因子の影響に関する研究 15～ 17

「戦略アセス」
1 クローンブタ作出技術の高度化 17

「地方公共団体受託　静岡県高度化事業」
1 体細胞クローンブタの効率的作製技術の開発と種ブタとして有用性検証 16～ 18

「地方公共団体受託　鹿児島県高度化事業」
1 ブースター天敵による果菜類アザミウマの生物的防除技術の確立 17～ 19
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「民間受託　京都高度技術研　地域新生コンソーシアム」
1 絹フィルム・ハイドロゲルを用いる高機能創傷被覆素材の開発 16～ 17

■農林水産省受託により推進しているプロジェクト課題

委託プロジェクト研究

「食品総合」
1 ブタ有用DNAマーカーのデータベースの構築 17
2 コンニャクの品種判別技術の開発 17
3 ニワトリミトコンドリアDNAの品種間・品種内での多型解析 16～ 17
4 ニワトリ品種特異的核ゲノムマーカーの開発 17
5 ムギ類赤かび病関連フザリウム属菌の分子系統学的解析と同定用プライマーの開発 15～ 18
6 アズキにおけるSSRマーカーの開発 17～ 18
7 市場鶏肉の識別技術の開発 17～ 18

「生物機能」
1 トマトの各種抵抗性遺伝子に適応したトマトモザイクウイルス弱毒株の開発 16～ 20
2 ゴマダラカミキリの誘因物質の解明による新規防除技術の開発 16～ 20
3 土着天敵カブリダニ類による情報化学物質を利用したハダニ防除技術の開発 16～ 20

「ブランドニッポン」
1 耐冷性・低温出芽性に関与するリン酸化タンパク質遺伝子の機能解明と育種的利用法の開発　 15～ 17
2 ブラシノライド関連遺伝子の発現制御による草型改変イネ系統の開発 17
3 抗菌性遺伝子の組換えによる赤かび病等糸状菌抵抗性大麦系統の作出 14～ 17
4 高ダイズグリシニン育種素材の開発と利用 17
5 突然変異を利用した種子蛋白質改変イネ育種材料の開発 15～ 17
6 イネのアレロパシーの遺伝解析及び育種的利用法の開発  　 15～ 17

「体細胞クローン」
1 クローン動物の細胞老化に関する解析　 14～ 17

「アグルオバイオ」
1 ゲノム健康科学の産業化に資するブタを用いた次世代実験動物の開発 17～ 19
2 抗病性鶏育種のための分子遺伝情報の解明 16～ 20
3 第二世代遺伝子組換え作物の安全性確保技術の開発 16～ 20
4 トランスジェニックカイコを利用した高機能性繊維の開発 16～ 20

「BSE 制圧」
1 培養細胞を用いたプリオン感染系の作出とマーカー遺伝子の探索 15～ 19

「DNA マーカー」
1 イネシンク形成に関与する遺伝子のマッピングとピラミディング 16～ 18
2 赤かび病抵抗性・毒素低蓄積性選抜マーカーの開発 17～ 18

「ゲノム育種」
1 生活習慣病予防米の設計と開発 17～ 21
2 陸稲由来の圃場抵抗性遺伝子のファインマッピングと選抜 17～ 21
3 「ひとめぼれ」を遺伝背景とした耐冷性準同質遺伝子系統のDNAマーカー選抜 17～ 21

「生物ナノテク」
1 昆虫生体分子を利用するナノセンサ開発のための生体分子固定化技術開発　 14～ 18
2 昆虫生産素材による骨・軟骨親和性材料の開発　 14～ 18
3 マイクロ体外成熟・受精卵作成システムの開発 15～ 17

「バイオリサイクル」
1 微生物によるバイオ燃料電池変換技術の開発　 14～ 18

「アグリバイオ」
1 トランスジェニックカイコを利用した高機能性繊維の開発 16～ 20
2 ゲノム健康科学の産業化に資するブタを用いた次世代実験動物の開発 17～ 19
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3 抗病性鶏育種のための分子遺伝情報の解明 16～ 20
4 第二世代遺伝子組換え作物の安全性確保技術の開発 16～ 20

「組換え体安全性」
1 カイコ排泄異物中への組換え遺伝子の混入と環境中での残留性評価手法の開発 15～ 17
2 野外におけるカイコ遺伝子拡散の可能性評価手法の開発 15～ 17
3 カイコ組換え遺伝子の病原微生物への移行評価手法の開発 15～ 17
4 遺伝子流動制御技術の開発－葉緑体への遺伝子導入技術の開発 16～ 21
5 遺伝子流動制御技術の開発－雄性不稔組換え作物の創出技術の開発 16～ 21

■受託研究等により推進しているプロジェクト課題

受託研究等

「文部科学省受託　原子力」
1 高等生物（昆虫）の放射線耐性機構の解明 15～ 19
2 放射線によるソバ等の高機能性素材創出技術の開発と新素材作出 14～ 20
3 放射線によるチャ等の成分突然変異の誘発・選抜技術の開発と素材作出 14～ 20
4 放射線照射によるニホンナシ主要品種の自家和合性突然変異体の誘発と選抜に関する研究 17～ 22
5 放射線による作物成分の変異創出技術の開発と新素材作出 14～ 20
6 高等植物のDNA組換え修復システムの誘導機構の解析 16～ 20

 
「厚生労働省受託」 

1 受精および初期胚発生における糖鎖の役割解析とその応用に関する研究 16～ 18
2 創薬基盤としての公共的ヒト組織バンクを中心とした肝機能・細胞の研究利用システムの構築 16～ 18
  

「大学受託　東京大学　タンパク3000」 
1 フジツボの分化に関する接着タンパク質の研究 16～ 18
  

「大学受託　東北大学」
1 SNPマーカーによる米の品種・産地判別システムの開発 17～ 19
  

「大学受託　九州大学」 
1 ゲノム改変カイコの収集と保存 14～ 18
  

「民間受託　畜産技術協会」 
1 量的形質遺伝領域のマッピングのためのヒト－ウシ比較地図の高精度化に関する技術研究 17
  

「民間受託　CIMMYT」
1 バナナ特定領域ゲノムシーケンス解析と基盤地図作成 17
2 イネ変異体のストレス耐性に着目した条件付き表現型の体系的評価 17
3 作物の遺伝子発現プロファイルとストレス応答遺伝子検出用アレイの構築 17
4 イネマイクロアレイシステムを中心とした遺伝子発現解析 17
5 チャレンジプログラムにおけるドメインモデルの開発 17
6 チャレンジプログラムメンバーのためのMOBYの適用 17
  

「民間受託　リプロセル（株）」 
1 体細胞クローン技術を応用したヒト疾患・治療モデル豚の生産手法の確立 16～ 18
  

「民間受託　カネボウ」 
1 硫酸化絹タンパク質および絹フィブロインスポンジに関する基礎検討 14～ 17

「民間受託　片倉工業」 
1 蚕を用いた蛋白質生産技術の改良による天然型蛋白質の生産の研究開発 16～ 18
  

「IRRI」  
1 乾燥条件におけるイネ、およびコムギの種子形成の欠如に影響を及ぼす遺伝子の同定 17
  

「CIRAD-AGROPOLIS-France」  
1 イネ、およびコムギにおけるカビ病に対する種を越えた抵抗性に関する機能ゲノム解析 17
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「韓国農村振興庁」  
1 低温ストレス応答性遺伝子と食味関連遺伝子のイネゲノムツールを用いた解析 16～ 17
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５．シンポジウム・研究会等

シンポジウム・研究会等

開 催 年 月 日  事　業　名

平成17年

 4.20(水)              一般公開

 4.29(土)              2005 シルクフェア in おかや

 7.13(水)～ 7.14(木)   第 44 回ガンマーフィールドシンポジウム  - 作物ゲノム・ポストゲノム研究と突然変異 -

 7.28(木)～ 7.29(金)   2005 Silk Summer Seminar in Okaya - 第 57 回製糸夏期大学 -

 8.17(水)～ 8.19(金)   サイエンスキャンプ 2005

 8.22(月)～ 8.23(火)   SABRAO（アジア大洋州育種学会）第 10 回国際会議

 9.16(金)           
農林水産省委託研究プロジェクト 21 世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロジー」研究プロ
ジェクト成果発表会

 9.17(土)              昆虫遺伝研究チーム（山梨県小淵沢町）一般公開

 9.21(水)～ 9.22(木)   TX テクノロジー・ショーケース「ツクバ・イン・アキバ 2005」

10. 4(火)～10. 5(水)  NIAS/COE 国際シンポジウム 昆虫機能利用研究の現状

10. 4(火)～10. 7(金)  平成 17 年度都道府県農林水産関係研究員短期集合研修

10. 4(火)～10. 5(水)  NIAS/COE 国際シンポジウム「昆虫機能利用研究の現状」

10. 6(木)～10. 7(金)  シルクサミット 2005 in 駒ヶ根 - 21 世紀の地域における繭と、絹のものづくりにむけて -

10. 6(木)～10. 7(金)  アグリビジネス創出フェア

10.29(土)～10.30(日)  2005 まつもと広域工業まつり

11. 9(水)            
家畜ゲノム国際ワークショップ「抗病性解析と家畜育種・選抜をめざして（MHC 及び MHC 様遺伝子を中
心に疾病・抗病性との関連を探る）」

12. 2(金)           植物科学研究プロジェクトシンポジウム - グリーンテクノ計画：植物生産機能の総合的向上を目指して -

12.16(金)           平成 17 年度アニマルリモデリングプロジェクト公開成果検討会

12.16(金)             近畿地域アグリビジネス創出フェア

平成18年

 1.30(月)              平成 17 年度植物バイテク研究会 - 未来に繋がるバイテク研究 -

 2. 2(木)            
平成 17 年度農業生物資源研究所遺伝資源研究会 - 遺伝資源とゲノムリソースを利用した病害抵抗性機構の
解明と技術開発戦略 -

 2. 8(水)～2. 9(木)   平成 17 年度蚕糸・昆虫機能研究全国連絡会

 3. 2(木)             昆虫遺伝子機能解析研究センター成果報告会

 3.22(水)             イネゲノム解読記念シンポジウム - イネゲノム解読でなにができるのか？ -
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１．派遣等

（１）　海外派遣

氏　名 所　属 派 遣 先 研究課題または用務 派遣期間

［農林水産省関係経費］

吉川　　学
分子遺伝研究G
遺伝子応答T

アメリカ
ペンシルバニア

在外研究（ペンシルバニア大学）
15.7.28 ～

17.7.27

三田　和英
ゲノム研究G
昆虫ゲノムT

中国
重慶

中国とのカイコゲノムシーケンス統合に関する会議
17.4.11 ～

17.4.14

佐々木卓治 理事
中国
重慶

中国とのカイコゲノムシーケンス統合に関する会議
17.4.12 ～

17.4.14

門脇　光一
遺伝資源研究G
遺伝子多様性T

アメリカ
ロサンゼルス

第４回国際コエンザイムQ-10学会
17.4.13 ～

17.4.19

奥田　　隆
生体機能研究G
生活史制御T

台湾
台北

チェコ－台湾－日本シンポジウム
17.4.17 ～

17.4.21

田中　誠二
生体機能研究G
生活史制御T

台湾
台北

昆虫における生殖の理解と操作に関する日・台・チェコ
３ヶ国間シンポジウム

17.4.17 ～
17.4.23

小瀧　豊美
生体機能研究G
生活史制御T

台湾
台北

昆虫における生殖の理解と操作に関する日・台・チェコ
３ヶ国間シンポジウム

17.4.17 ～
17.4.23

江花　薫子
ジーンバンク
植物資源T

中国
北京

国際ゲノムベース植物生殖質資源研究会
17.4.24 ～

17.4.28

町井　博明
昆虫生産工学研G
グループ長

フランス
リヨン

国際養蚕委員会（ISC）
17.4.25 ～

17.4.29

竹谷　　勝
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

カナダ・バンクーバー
フィリピン・ロスバニョス

BioMOBY開発者会議及びチャレンジプログラム・プラ
ットホームエンジニアリング会議

17.5.6 ～
17.5.21

桑名　芳彦
昆虫新素材開発Ｇ
生体機能模倣Ｔ

アメリカ
ハワイ

第３回生物学におけるマイクロ技術に関する国際会議
17.5.11 ～

17.5.16

友岡　憲彦
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

インドネシア
東チモール

東チモールにおける伝統的なマメ科作物栽培種と根粒
菌の共生系多様性保全に関する研究打合せ及び現地調
査

17.5.16 ～
17.5.24

半田　裕一
新生物資源創出研Ｇ
新機能開発Ｔ

フランスオベルニ及び
ストラスブール

国際植物ミトコンドリア会議2005
17.5.26 ～

17.6.5

門脇　光一
遺伝資源研究Ｇ
遺伝子多様性Ｔ

フランスオベルニ 国際植物ミトコンドリア会議2005
17.5.27 ～

17.6.4

小松田隆夫
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

ドイツ
チェコ

第8回Gatersleben研究集会及び第５回Triticeae会議
17.5.30 ～

17.6.12

田中　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

アメリカ
カルフォルニア

研究集会（GO　Annotation　Camp）
17.5.31 ～

17.6.5

佐藤　正寛
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

スエーデン
ウプサラ

欧州畜産学会
17.6.4 ～

17.6.10

高木　秀典
新生物資源創出研Ｇ
遺伝子操作Ｔ

チェコ
プラハ

Plant-Based　Vaccines　and　Antibodies　2005
17.6.6 ～

17.6.12

ダンカン・ヴォーン
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

パプア・ニューギニア
ポートモレスビー

ジーンバンク事業における海外探索調査
17.6.12 ～

17.6.28

加賀　秋人
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

パプア・ニューギニア
ポートモレスビー

ジーンバンク事業における海外探索調査
17.6.12 ～

17.6.28

奥野　員敏
ジーンバンク
ジーンバンク長

韓国
済州島

遺伝資源国際シンポジウム
17.6.15 ～

17.6.19
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氏　名 所　属 派 遣 先 研究課題または用務 派遣期間

山崎　俊正
生体高分子研究G
超分子機能T

アメリカ
サンディエゴ

第19回アメリカペプチド学会
17.6.17 ～

17.6.25

田中　　剛
ゲノム研究G
ゲノム情報T

ニュージーランド
オークランド

分子生物進化学会（MBE05）
17.6.18 ～

17.6.24

伊藤　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

ニュージーランド
オークランド

分子生物進化学会（MBE05）
17.6.18 ～

17.6.24

奥田　　隆
生体機能研究G
生活史制御T

ロシア
モスクワ

宇宙生物学とネムリユスリカに関する情報交換及び研
究打合せ

17.6.19 ～
17.6.25

古澤　　軌
発生分化研究Ｇ
分化機構Ｔ

アメリカ
サンフランシスコ

国際幹細胞学会
17.6.22 ～

17.6.27

加藤　祐輔
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

アメリカ
ロサンゼルス

第15回国際Ｃエレガンス集会
17.6.24 ～

17.7.1

西村麻里江
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

シンガポール
シンガポール大学

第２回アジア植物病理学会
17.6.24 ～

17.6.29

栗崎　純一
遺伝資源研究Ｇ
グループ長

ドイツ
ミュンヘン

国際アレルギー学会
17.6.25 ～

17.6.30

加来　久敏
遺伝資源研究Ｇ
上席研究官

シンガポール
シンガポール大学
タイ・バンコク

第２回アジア植物病理学会
イネ赤条斑病現地試験及び微生物遺伝資源探索収集

17.6.26 ～
17.7.3

奥田　　隆
生体機能研究G
生活史制御T

チェコ
デンマーク

外温動植物の環境生理学に関する国際シンポジウム参加
チェコ科学アカデミーでの研究打合せ

17.7.2 ～
17.7.17

中川　　仁
放射線育種場
場長

イギリス
アベリストウィス

第20回国際草地学会及び次回ワークショップ打合せ
17.7.2 ～

17.7.10

黄川田隆洋
生体機能研究Ｇ
代謝調節Ｔ

デンマーク
ロスキレ

外温動植物の環境生理学に関する国際シンポジウム参
加

17.7.5 ～
17.7.18

佐々木卓治 理事
フランス
モンペリエ

チャレンジプログラム会議（イネｰバナナ比較ゲノムプ
ロジェクト）

17.7.5 ～
17.7.9

米村　真之
昆虫生産工学研Ｇ
遺伝子工学Ｔ

チェコ
チェスケー

毛翅目昆虫遺伝子を利用した組換え昆虫作出のための
事前調査

17.7.6 ～
17.7.16

矢野　昌裕
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

スペイン
バルセロナ

実験生物学会年会
17.7.11 ～

17.7.17

大浦　正伸
企画調整部
研究交流科

アメリカ
ラーレー・タンパ

アメリカ農業工学者国際会議及びノースカロライナ州
立大学における研究打合せ

17.7.13 ～
17.7.22

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

メキシコ・カンクン
コロンビア・カリ

チャレンジプログラム会議・コミッションプロジェクト
打合せ

17.7.15 ～
17.7.23

高辻　博志
生理機能研究Ｇ
形態発生Ｔ

アメリカ
シアトル

米国植物生理学会年会2005
17.7.15 ～

17.7.22

清田誠一郎
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

アメリカ
シアトル

米国植物生理学会年会2005
17.7.16 ～

17.7.22

徳富　光恵
生理機能研究Ｇ
光合成Ｔ

オーストリア
ウィーン

第17回国際植物学会
17.7.16 ～

17.7.25

森　　昌樹
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

オーストリア
ウィーン

第17回国際植物学会
17.7.16 ～

17.7.25

井澤　　毅
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

アメリカ
シアトル

米国植物生理学会年会2005
17.7.16 ～

17.7.22

竹内　香純
ジーンバンク
微生物資源Ｔ

メキシコ・カンクン
アメリカ・コロラド

細菌相互作用国際会議
研究留学打合せ

17.7.17 ～
17.7.24

川崎　信二
生理機能研究Ｇ
上席研究官

メキシコ
カンクン

第12回MPMI会議出席
17.7.17 ～

17.7.23

今野浩太郎
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆・植相互作用Ｔ

アメリカ
ワシントン

第21回国際化学生態学年次大会
17.7.22 ～

17.7.29

作本　亮介
生体機能研究Ｇ
動物脳神経機能Ｔ

カナダ
ケベック

第38回全米繁殖学会
17.7.23 ～

17.7.29

金子　浩之
遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

カナダ
ケベック

第38回全米繁殖学会
17.7.23 ～

17.7.28
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氏　名 所　属 派 遣 先 研究課題または用務 派遣期間

野口　純子
遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

カナダ
ケベック

第38回全米繁殖学会
17.7.23 ～

17.7.28

田中　誠二
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

中国
アレイタイ

トノサマバッタ調査と採集
17.7.27 ～

17.8.8

青木　孝之
遺伝資源研究Ｇ
生物分類Ｔ

アメリカ
ハワイ

日米菌学会合同大会
17.7.30 ～

17.8.6

北本　宏子
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

スロバキア
ブラチスラバ

Kiuyveromyces属酵母研究会及び国際酵母遺伝学・分
子生物学会議

17.8.5 ～
17.8.14

田中　誠二
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

カナダ
ケンモア

国際直翅目学会大会
17.8.13 ～

17.8.21

竹谷　　勝
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

カナダ
バンクーバー

チャレンジプログラム・ドメインモデリングと品質保証
ワークショップ

17.8.14 ～
17.8.21

竹澤　俊明
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

ロシア
ベルリン

2005年動物実験代替法世界大会
17.8.20 ～

17.8.27

門間　　充
生体高分子研究Ｇ
蛋白機能Ｔ

イタリア
フローレンス

第20回国際結晶学会
17.8.22 ～

17.9.2

奥野　員敏
ジーンバンク
ジーンバンク長

インド・チェンナイ
タイ・バンコク
マレイシア・クアラ
ルンプール

GCP国際ワークショップFAO/GPAプログラム・ワーク
ショップ及び世界作物多様性基金に対応したアジア地
域戦略会議

17.8.27 ～
17.9.11

塚田　益裕
昆虫素材開発研Ｇ
上席研究官

イギリス
リーズ

国際羊毛研究会議
17.9.4 ～

17.9.11

新野　孝男
ジーンバンク
上席研究官

ベルギー
ルーベン

超低温保存に関するCrymceptWorkshop及び研究打合
せ

17.9.10 ～
17.9.16

前田　美紀
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

アイルランド
ダブリン

MGMS(分子グラフィックスとモデリング学会)国際会議
2005

17.9.10 ～
17.9.16

日本　典秀
昆虫適応遺伝研Ｇ
天敵昆虫Ｔ

スイス
ダボス

節足動物生物的制御国際シンポジウム
17.9.10 ～

17.9.18

深山　　浩
生理機能研究Ｇ
光合成Ｔ

フランス
オーソワ

植物におけるCO2同化と代謝に関するゴードン会議
17.9.10 ～

17.9.18

羽賀　篤信
昆虫新素材開発研Ｇ
昆虫産生物Ｔ

ポーランド
ウッジ

COE共同研究の最終取りまとめ協議およびセミナー講
演

17.9.18 ～
17.9.24

小川　泰一
新生資源創出研Ｇ
植物細胞工学Ｔ

メキシコ
エル・バタン

国際トウモロコシ・コムギ改良センターにおけるコムギ
の遺伝子組換え研究の情報収集

17.9.18 ～
17.9.25

菊池　尚志
分子遺伝研究G
遺伝子発現T

韓国
水原、釜山

国際バイオインフォマティクス学会
17.9.19 ～

17.9.23

宇賀　優作
ジーンバンク
植物資源T

イタリア
ローマ

第２回干ばつ環境下における植物生産国際会議
17.9.23 ～

17.9.30

朝岡　　潔
生体機能研究G
昆虫神経生理T

イタリア
ヴィラシミウス

第９回ヨーロッパ昆虫味覚・嗅覚シンポジウム
17.9.24 ～

17.10.3

青木　孝之
遺伝資源研究Ｇ
生物分類Ｔ

台湾
国立中興大学

台湾におけるマツ類漏脂胴枯病の共同研究
17.9.25 ～

17.10.1

竹澤　俊明
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

アメリカ
カナダ

バイオメディカル・エンジニアリング学会及び上皮間充
織移行に関する会議

17.9.26 ～
17.10.5

田村　俊樹
昆虫生産工学研Ｇ
遺伝子工学Ｔ

チェコ 昆虫のフィブロイン遺伝子に関する共同研究打合せ
17.9.26 ～

17.10.3

竹谷　勝
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

イタリア
ローマ

チャレンジプログラム年次総会
17.9.28 ～

17.10.3

石毛　光雄 理事長
アメリカ
サンフランシスコ
ミネアポリス、イサカ

先端研究機関での研究打合せ
17.10.4 ～

17.10.12

門脇　光一
企画調整部
研究企画官

アメリカ
サンフランシスコ
ミネアポリス、イサカ

先端研究機関での研究打合せ
17.10.4 ～

17.10.12
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河瀬　眞琴
ジーンバンク
植物資源Ｔ

ミャンマー ミャンマー連邦における野生イネ類の探索収集
17.10.13 ～

17.11.12

宇賀　優作
ジーンバンク
植物資源Ｔ

ミャンマー ミャンマー連邦における野生イネ類の探索収集
17.10.13 ～

17.11.12

松本　　隆
ゲノム研究Ｇ
植物ゲノムＴ

アメリカ
サウスカロライナ

ゲノム塩基配列解析会議2005及び塩基配列解読技術調
査

17.10.16 ～
17.10.23

伊藤　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

アメリカ
サウスカロライナ

ゲノム塩基配列解析会議2005及び塩基配列解読技術調
査

17.10.16 ～
17.10.23

小瀬川英一
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆虫遺伝Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.16 ～

17.10.22

塩月　孝博
発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

三田　和英
ゲノム研究Ｇ
昆虫ゲノムＴ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

野田　博明
昆虫適応遺伝研究Ｇ
昆虫共生媒介機構Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

小島　　桂
昆新素材開発研Ｇ
生体機能模倣Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

玉田　　靖
昆新素材開発研Ｇ
生体機能模倣Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

今野浩太郎
昆虫適応遺伝研究Ｇ
昆・植物相互作用Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.22

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

インド
ライプール

植物ゲノムとバイオテクノロジーの国際会議
17.10.23 ～

17.10.31

田中　誠二
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

中国
長沙、海南島

トノサマバッタ調査と採集及び中国中南林業大学にて
バッタ相変異に関する研究

17.10.24 ～
17.11.3

新野　孝男
ジーンバンク
上席研究官

イタリア
ローマ

世界行動計画及び食糧農業植物遺伝資源関するワーク
ショップと第３回技術作業部会

17.10.25 ～
17.10.30

落合　弘和
遺伝資源研究Ｇ
生物分類Ｔ

ドイツ
ビーレフェルト大学

キサントモナス・ゲノム研究国際ワークショップ参加及
び共同研究打合せ

17.10.25 ～
17.10.31

原　和二郎
昆虫生産工学研Ｇ
上席研究官

カナダ 第６回環太平洋生物学会議参加
17.10.29 ～

17.11.4

竹谷　　勝
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

フィリピン
ロスバニョス

チャレンジプログラムのドメインモデル及びBioMOBY
の研究打合せ

17.11.6 ～
17.11.12

ｱﾝﾄﾆｵ ﾊﾞﾙﾀｻﾞｰﾙ
ゲノム研究Ｇ
ＤＮＡバンク

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.15 ～
17.11.25

佐々木卓治 理事
フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.22

田中　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.24

伊藤　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.24

長村　吉晃
ゲノム研究Ｇ
ＤＮＡバンク

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.24

井澤　　毅
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.25

松本　　隆
ゲノム研究Ｇ
植物ゲノムＴ

フィリピン
マニラ

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.25

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

フィリピン
マニラ
パキスタン・ラホール

第２回国際イネゲノムアノテーション会議及び第５回
国際イネ遺伝シンポジウム

17.11.17 ～
17.11.25

山本　伸一
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム
17.11.18 ～

17.11.24

上田　忠正
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム
17.11.18 ～

17.11.24
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呉　　健忠
ゲノム研究Ｇ
植物ゲノムＴ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム及び第３回イネゲ
ノム機能ゲノム学シンポジウム

17.11.18 ～
17.11.25

森田　竜平
放射線育種場
突然変異遺伝子Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝シンポジウム
１7.11.18 ～

17.11.25

西村　　実
放射線育種場
突然変異遺伝子Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝シンポジウム
17.11.18 ～

17.11.25

奥野　員敏
ジーンバンク
ジーンバンク長

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム及び世界イネ遺伝
資源保存戦略策定委員会

17.11.19 ～
17.11.24

廣近　洋彦
分子遺伝研究Ｇ
グループ長

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム
17.11.19 ～

17.11.24

矢野　昌裕
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム
17.11.19 ～

17.11.24

宮尾安藝雄
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子機能Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝学シンポジウム
17.11.19 ～

17.11.24

江花　薫子
ジーンバンク
植物資源Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝シンポジウム
17.11.19 ～

17.11.24

福岡　修一
ジーンバンク
植物資源Ｔ

フィリピン
マニラ

第５回国際イネ遺伝シンポジウム
17.11.19 ～

17.11.24

渡辺　裕文
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

オーストラリア
ダーウィン

ムカシシロアリの採集およびその脂肪体細胞からの細
胞内共生細菌の分類

17.12.3 ～
17.12.11

三田　和英
ゲノム研究Ｇ
昆虫ゲノムＴ

アメリカ
サンフランシスコ

第45回アメリカ細胞生物学会
17.12.9 ～

17.12.16

新野　孝男
ジーンバンク
上席研究官

イタリア
ローマ

FAO食料農業植物遺伝資源条約の手続き規則、財務規
則等にかかる作業部会

17.12.11 ～
17.12.19

奥野　員敏
ジーンバンク
ジーンバンク長

エジプト
カイロ

栽培イネ・コアコレクションの形質評価に関する共同研
究の打合せ

17.12.12 ～
17.12.19

高林　千幸
昆虫生産工学研Ｇ
生活資源開発Ｔ

インド
バンガロール

国際養蚕委員会20回大会
17.12.12 ～

17.12.21

今野浩太郎
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆・植相互作用Ｔ

インド
バンガロール

国際養蚕委員会20回大会、18回総会
17.12.13 ～

17.12.20

竹内　香純
ジーンバンク
微生物資源Ｔ

メキシコ・カンクン
アメリカ・コロラド

分子植物細菌相互作用国際会議
17.12.14 ～

17.12.22

亀田　恒徳
昆新素材開発研Ｇ
素材開発Ｔ

アメリカ
ハワイ・ホノルル

2005環太平洋国際化学会議
17.12.15 ～

17.12.22

寺本　英敏
昆虫生産工学研Ｇ
生活資源開発Ｔ

アメリカ
ハワイ

2005環太平洋国際化学会議
17.12.17 ～

17.12.22

ダンカン・ヴォーン
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

インド
ハイデラバード

FAO/IPGRI会議
17.12.17 ～

17.12.23

平井　一男
企画調整部
研究企画官

タイ
バンコク

植物保護及び生物多様性研究に関する動向調査
17.12.18 ～

17.12.22

菊地　和弘
遺伝資源研究Ｇ
生殖保全Ｔ

アメリカ
オーランド

2006国際胚移植学会
18.1.6 ～

18.1.13

細江　実佐
発生分化研究Ｇ
生殖再生Ｔ

アメリカ
オーランド

2006国際胚移植学会
18.1.6 ～

18.1.13

田村　俊樹
昆虫生産工学研Ｇ
遺伝子工学Ｔ

インド
ハイデラバード

昆虫遺伝・ゲノム国際シンポジウム
18.1.7 ～

18.1.14

奥田　敬子
ゲノム研究Ｇ
昆虫ゲノムＴ

インド
ハイデラバード

昆虫遺伝・ゲノム国際シンポジウム
18.1.7 ～

18.1.14

佐々木卓治 理事
アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

水野　浩志
ゲノム研究Ｇ
植物ゲノムＴ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

上西　博英
ゲノム研究Ｇ
家畜ゲノムＴ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.18
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佐藤　周史
ゲノム研究Ｇ
家畜ゲノムＴ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

林　　武司
ゲノム研究Ｇ
家畜ゲノムＴ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

小松田隆夫
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

宮尾安藝雄
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子機能Ｔ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

古賀　保徳
新生資源創出研Ｇ
新作物素材開発Ｔ

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.20

ｱﾝﾄﾆｵ ﾊﾞﾙﾀｻﾞｰﾙ
ゲノム研究Ｇ
ＤＮＡバンク

アメリカ
サンディエゴ

第14回国際植物・動物ゲノム会議
18.1.13 ～

18.1.23

井上　　尚
生体機能研究Ｇ
昆虫神経生理Ｔ

インド
タミルナド

昆虫の多様性に関する国際会議
18.1.26 ～

18.2.10

奥田　　隆
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

ナイジェリア
カノ・アブジャ

ナイジェリア政府環境省局長との面談
18.1.31 ～

18.2.17

富山　雅光
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

タイ
バンコク

IEA専門会議（生物的水素生産分野）
18.2.10 ～

18.2.14

加藤　祐輔
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

アメリカ
キーストン

2006キーストーンシンポジウム
18.2.11 ～

18.2.19

伊藤　　剛
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

台湾 第４回アジアの太平洋の生命情報工学コンファレンス
18.2.12 ～

18.2.16

沼　　寿隆
ゲノム研究Ｇ
ゲノム情報Ｔ

台湾 第４回アジアの太平洋の生命情報工学コンファレンス
18.2.12 ～

18.2.17

峰澤　　満
ジーンバンク
動物資源Ｔ

中国
北京

FAOの日中韓３国専門家会議
18.2.14 ～

18.2.17

小山　朗夫
昆虫生産工学研Ｇ
増殖システムＴ

韓国
スウォン

桑の機能性研究に関する打合せ及び染色体観察技術に
ついての講習

18.2.15 ～
18.2.18

富山　雅光
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

ポルトガル
トマール

国際研究集会（バイオエネルギー）
18.3.4 ～

18.3.12

竹谷　　勝
遺伝資源研究Ｇ
資源情報Ｔ

南アフリカ
プレトリア

チャレンジプログラムのプラットフォーム開発者会議
及び評価ワークショップ

18.3.18 ～
18.4.2

［文部科学省関係経費］

岡村　裕昭
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

オーストラリア
反芻家畜性フェロモンの大規模野外試験実地に関する
打合せ

17.5.9 ～
17.5.14

大蔵　　聡
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

オーストラリア
反芻家畜性フェロモンの大規模野外試験実地に関する
打合せ

17.5.9 ～
17.5.14

藤本　　瑞
生体高分子研究Ｇ
蛋白機能Ｔ

イタリア
フローレンス

第20回国際結晶学会
17.8.22 ～

17.9.1

作本　亮介
生体機能研究Ｇ
動物脳神経機能Ｔ

ポーランド
クラクフ

第４回ポーランド繁殖生物学会
17.9.21 ～

17.9.26

竹田　　敏
昆虫新素材開発研Ｇ
グループ長

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.16 ～

17.10.22

行弘　研司
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆虫分子進化Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.16 ～

17.10.22

今西　重雄
昆虫生産工学研Ｇ
昆虫細胞工学Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

神村　　学
発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

韓国
済州島

第５回アジア太平洋昆虫学会
17.10.17 ～

17.10.21

中川　　仁
放射線育種場
場長

マレーシア
アジア原子力協力フォーラム放射線育種ワークショッ
プ

17.12.4 ～
17.12.11
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西村　　実
放射線育種場
突然変異遺伝子Ｔ

マレーシア
アジア原子力協力フォーラム放射線育種ワークショッ
プ

17.12.4 ～
17.12.11

竹田　　敏
昆新素材開発研Ｇ
グループ長

インド
バンガロール

国際養蚕委員会20回大会
17.12.13 ～

17.12.20

塚田　益裕
昆新素材開発研Ｇ
上席研究官

インド
バンガロール

国際養蚕委員会20回大会、18回総会
17.12.13 ～

17.12.20

三田　和英
ゲノム研究Ｇ
昆虫ゲノムＴ

インド
ハイデラバード

昆虫遺伝・ゲノム国際シンポジウム
18.1.7 ～

18.1.14

［国際機関関係経費］

神村　　学
発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

オランダ
ワーゲニンゲン大学

ハムシーの一種（Phy11otreta　nemorum）の寄主利
用に関係する遺伝子群の解析とその利用技術の開発

16.4.26 ～
17.4.25

中川　　仁
放射線育種場
場長

インドネシア
ジャカルタ及びヨグ
ジャカルタ

IAEAプロジェクト
17.5.1 ～

17.5.8

石川　雅也
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

カナダ
サスカチュワン大学

OECDによるカナダ・サスカチュワン大での研究打合せ
17.7.18 ～

17.9.10

ダンカン・ヴォーン
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

タイ
バンコク

FAOワークショップ
17.8.27 ～

17.9.3

上西　博英
ゲノム研究Ｇ
家畜ゲノムＴ

アメリカ
ベルツビル

OECDフェローシップに基づく在外研究
17.9.15 ～

17.12.10

奥野　員敏
ジーンバンク
ジーンバンク長

イタリア
ローマ

世界行動計画及び食糧農業植物遺伝資源関するワーク
ショップと第３回技術作業部会

17.10.24 ～
17.10.28

［生研機構］

山本　公子
ゲノム研究Ｇ
昆虫ゲノムＴ

インド
ハイデラバード

昆虫遺伝・ゲノム国際シンポジウム
18.1.7 ～

18.1.14

［JIRCAS］

小瀧　豊美
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

タイ
コンケン

乾期野菜の節水無農薬栽培における作物害虫リスク評
価

17.12.5 ～
17.12.17

［相手側等］

石川　雅之
生理機能研究Ｇ
耐病性Ｔ

アメリカ
アドモア

植物ウイルス研究成果講演会
（ノーブル財団主催）

17.3.30 ～
17.4.5

川崎　信二
生理機能研究Ｇ
上席研究官

中国
武漢

イネ及び植物のゲノム分析による遺伝子探索について、
講演と討議（中南民族大学）

17.4.6 ～
17.4.10

小松　節子
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

中国
北京

植物プロテオームシンポジウム
17.4.17 ～

17.4.20

安江　　博
ゲノム研究Ｇ
上席研究官

イギリス
ロンドン

国際動物遺伝学会予備会議
17.4.20 ～

17.4.25

大蔵　　聡
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

オーストラリア
パース

反芻家畜性フェロモンの大規模野外試験実地に関する
打合せ

17.5.9 ～
17.5.14

岡村　裕昭
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

オーストラリア
パース

反芻家畜性フェロモンの大規模野外試験実地に関する
打合せ

17.5.9 ～
17.5.14

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

フィリピン
ロスバニョス

チャレンジプログラム会議
17.5.15 ～

17.5.21

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

中国
南京農業大学

共同研究打合せ、セミナー
17.5.30 ～

17.6.5

河瀬　眞琴
ジーンバンク
植物資源Ｔ

ミャンマー
インダウジー湖（カチン州）

「ミャンマーを事例とする農業遺伝資源の把握、農家保
存と利用の検討」共同研究の実施と現地調査

17.7.17 ～
17.7.29

ダンカン・ヴォーン
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

タイ
チェンマイ

チェンマイ大学、国連大学、共同シンポジウムおよび研
究相談

17.7.30 ～
17.8.4

呉　　健忠
ゲノム研究Ｇ
植物ゲノムＴ

中国
雲南省

中国雲南省農業科学院訪問及び共同研究
17.8.29 ～

17.9.4

矢野　昌裕
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

中国
雲南省

中国雲南省農業科学院訪問及び共同研究
17.8.29 ～

17.9.4
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氏　名 所　属 派 遣 先 研究課題または用務 派遣期間

金子　浩之
遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

ポーランド
クラコフ

第４回ポーランド繁殖生物学会
17.9.21 ～

17.9.26

菊池　尚志
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

イタリア
ローマ

チャレンジプログラム年次総会
17.9.27 ～

17.10.3

菊地　和弘
遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

タイ
ベトナム

豚の生物多様性の維持を目指したベトナム在来豚胚の
体外生産、操作、及び保存

17.11.1 ～
17.11.14

友岡　憲彦
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

ラオス
タイ

アジア・熱帯モンスーン地域における地域生態史の総合
的研究に関する研究打合せ及び野外調査

17.11.6 ～
17.11.24

土生　芳樹
新生資源創出研Ｇ
植物細胞工学Ｔ

スイス
ジュネーブ

遺伝子サイレンシングに関する共同研究
17.11.22 ～

17.12.10

佐々木卓治 理事
モロッコ
マラケシュ

2005年チャレンジプログラム運営委員会
17.11.26 ～

17.12.1

川崎　信二
生理機能研究Ｇ
上席研究官

メキシコ
カンクン

分子植物細菌相互作用国際会議
17.12.14 ～

17.12.20

友岡　憲彦
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

ラオス
ウドムサイ

「アジア・熱帯モンスーン地域における地域生態史の総合
的研究：1945-2005」ワークショップ及び研究打合せ

18.3.13 ～
18.3.19

中川　　仁
放射線育種場
場長

インドネシア
ジャカルタ

IAEA/RCAプロジェクトの進捗状況評価会議
18.3.17 ～

18.3.21

［研究交流促進法］

宮澤　光博
昆新素材開発研Ｇ
素材開発Ｔ

ニュージーランド
オークランド

第12回近赤外分光国際会議
17.4.9 ～

17.4.15

富山　雅光
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

イギリス
ロンドン

COSTワークショップ
17.5.1 ～

17.5.3

富山　雅光
遺伝資源研究Ｇ
多様性評価Ｔ

シンガポール 水素技術国際会議
17.10.1 ～

17.10.6

加来　久敏
遺伝資源研究Ｇ
上席研究官

ドイツ
ビーレフェルト大学

キサントモナス・ゲノム研究国際ワークショップ参加及
び共同研究打合せ

17.10.25 ～
17.11.3

［ＪＳＰＳ］

田中　良明
発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

スロバキア
ブラチスラバ

二国間共同研究打合せ
18.3.5 ～

18.3.26
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研究員の海外への派遣人数の集約

経費負担先 長期 中期 短期 学会・ワーク
ショップ

農林水産省 1(1) 36 109

文部科学省 2 11

国際機関 1(1) 2 1 2

国際協力事業団

生研機構 1

国際農林水産業研究センター 1

相手側 12 9

研究交流促進法 4

日本学術振興会 1

合　計 2（2） 2 53 136

注）長期：６ヶ月以上、中期：１～６ヶ月、短期：１ヶ月未満
（　）は前年度からの派遣者（内数）

（２）国内派遣等

職員の研修

氏　名　　 所　　　　属 　　主　　催　　者 　　　　研　修　名 派遣期間

■［総務関係］

吉武　浩章 総務部管理課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 16 年度第三種電気主任技術者養成研修
17.4.5 ～

17.8.23

金山　秀夫
企画調整部
企画調整課

農林水産研修所 平成 17 年度Ⅲ種試験採用者研修
17.4.19 ～

17.4.22

小玉　　誠 総務部管理課 農林水産研修所 平成 17 年度Ⅲ種試験採用者研修
17.4.19 ～

17.4.22

飯　　哲夫 生理機能研究 G 農林水産技術会議事務局 平成 17 年度農林水産関係リーダー研修
17.5.11 ～

17.5.13

中川　　仁 放射線育種場 農林水産技術会議事務局 平成 17 年度農林水産関係リーダー研修
17.5.11 ～

17.5.13

坪倉　倫代
ジーンバンク
遺伝資源管理課

農林水産研修所 平成 17 年度係長養成研修（第１班）
17.5.16 ～

17.5.20

橋本　　壽 総務部 農林水産大臣官房秘書課 平成 17 年度第１回幹部研修
17.5.31 ～

17.6.3

高田伸一郎
企画調整部
企画調整課

農林水産研修所
平成 17 年度課長補佐・専門職養成研修（第
１班）

17.6.13 ～
17.6.17

服部　幸子
ジーンバンク
遺伝資源管理課

総務省行政管理局
情報システム統一研修（平成 17 年度第１／
四半期）（第７回情報化企画Ⅱコース）

17.6.20 ～
17.6.24

坪倉　倫代
ジーンバンク
遺伝資源管理課

総務省行政管理局
情報システム統一研修（平成 17 年度第１／
四半期）（第７回情報化企画Ⅱコース）

17.6.20 ～
17.6.24

藤田　博之 総務部庶務課 人事院関東事務局
平成 17 年度服務・勤務時間等研修会及び安
全対策会議

17.6.21 ～
17.6.24

渕野久美子 総務部庶務課 人事院関東事務局
平成 17 年度服務・勤務時間等研修会及び安
全対策会議

17.6.21 ～
17.6.24

谷田部　潤 総務部庶務課 人事院関東事務局
平成 17 年度服務・勤務時間等研修会及び安
全対策会議

17.6.21 ～
17.6.24

根本　誠二 総務部庶務課 （財）行政管理研究センター 行政機関等個人情報保護法正セミナー
17.6.22 ～

17.6.22
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氏　名　　 所　　　　属 　　主　　催　　者 　　　　研　修　名 派遣期間

入野　優子 総務部会計課 農林水産研修所 平成 17 年度係長養成研修（第２班）
17.6.27 ～

17.7.1

宮本　憲二 総務部庶務課 （財）日本人事行政研究所 職員相談員実務研修会（セクハラ防止等）
17.7.1 ～

17.7.1

染谷　栄次
ジーンバンク
遺伝資源管理課

農林水産研修所
平成 17 年度課長補佐・専門職養成研修（第
２班）

17.7.11 ～
17.7.15

小幡　亮二 総務部管理課 農林水産大臣官房秘書課 平成 17 年度第１回接遇研修
17.7.12 ～

17.7.15

土井　　亮
企画調整部
情報広報課

聖徳大学 平成 17 年度司書補講習
17.7.25 ～

17.9.1

太田日出男 総務部会計課 総務省行政評価局 平成 17 年度評価・監査中央セミナー
17.8.25 ～

17.8.26

大部　正史 総務部管理課 つくば市消防本部 甲種防火管理者資格取得講習会
17.8.25 ～

17.8.26

本多　　靖 総務部会計課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

長谷川　勉
企画調整部
企画調整課

（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

田村　信一 総務部会計課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

小野寺　勉 総務部会計課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

西山　　智 総務部会計課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

向井　智彦 総務部会計課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

本臼　健郎 総務部管理課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

小幡　亮二 総務部管理課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度企業会計基礎研修（簿記２級コ
ース）

17.9.1 ～
18.2.20

小野崎淳子
企画調整部
情報広報課

文化庁長官官房著作権課 平成 17 年度図書館等職員著作権実務講習会
17.10.12 ～

17.10.14

萩尾　高志
新生物資源創出研究
Ｇ

人事院関東事務局
平成 17 年度生涯設計セミナー「新たなステ
ップを踏み出すために」

17.10.25 ～
17.10.26

鈴木　功士
企画調整部
技術移転科

（独）工業所有権情報・研修館 平成 17 年度知的財産権研修（第２回）
17.11.8 ～

17.11.11

根本　誠二 総務部庶務課 （財）行政管理研究センター
行政機関及び独立行政法人等のための個人情
報保護法制セミナー

17.11.17 ～
17.11.17

立谷　正男
企画調整部
企画調整課

（財）行政管理研究センター
行政機関及び独立行政法人等のための個人情
報保護法制セミナー

17.11.17 ～
17.11.17

遠藤ヨシ子
企画調整部
情報広報課

（財）行政管理研究センター
行政機関及び独立行政法人等のための個人情
報保護法制セミナー

17.11.17 ～
17.11.17

根本　誠二 総務部庶務課 総務省関東管区行政評価局
平成 17 年度関東地区行政管理・評価セミナ
ー

17.12.1 ～
17.12.1

谷田部　潤 総務部庶務課 総務省関東管区行政評価局
平成 17 年度関東地区行政管理・評価セミナ
ー

17.12.1 ～
17.12.1

富岡　啓介 ジーンバンク 農林水産大臣官房秘書課
平成 17 年度民間派遣研修（量販店・（株）ラ
イフコーポレーション）

17.10.17 ～
17.10.29

根本　誠二 総務部庶務課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度労働法関係研修（第２回）
18.2.21 ～

18.2.23

青木えみ子 総務部庶務課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度労働法関係研修（第２回）
18.2.21 ～

18.2.23

江原　久美 総務部庶務課
（独）農業・生物系特定産業技
術研究機構

平成 17 年度労働法関係研修（第２回）
18.2.21 ～

18.2.23

谷田部　潤 総務部庶務課 人事院職員福祉局 平成 17 年度服務・懲戒制度研究会
18.3.23 ～

18.3.23
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氏　名　　 所　　　　属 　　主　　催　　者 　　　　研　修　名 派遣期間

■［研究関係］

矢用　健一
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

科学技術庁研究交流センター
第 28 回文部科学省研究交流センタ
ー英語研修

17.4.19 ～
17.12.15

森田　竜平
放射線育種場
突然変異遺伝子Ｔ

食糧会館大会議室 第 34 回ラジオアイソトープ安全取扱講習会
17.6.13 ～

17.6.17

清水　明美
放射線育種場
放射線利用Ｔ

食糧会館大会議室 第 34 回ラジオアイソトープ安全取扱講習会
17.6.13 ～

17.6.17

吉岡　照高
放射線育種場
新形質開発Ｔ

日本アイソトープ協会 第 253 回第１種放射線取扱主任者講習
17.6.27 ～

17.7.1

森田　竜平
放射線育種場
突然変異遺伝子Ｔ

成蹊大学 平成 17 年度放射線取扱主任者試験
17.8.24 ～

17.8.25

清水　明美
放射線育種場
放射線利用Ｔ

成蹊大学 平成 17 年度放射線取扱主任者試験
17.8.24 ～

17.8.25

平井　一男
企画調整部
研究企画官

日本記者クラブ会館 科学ジャーナリスト塾（第４期）
17.9.20 ～

18.3.22

門脇　光一
企画調整部
研究企画官

日本記者クラブ会館 科学ジャーナリスト塾（第４期）
17.9.20 ～

18.3.22

小松崎隆男
企画調整部
業務第２科

日立建機教習センター茨城教
習所

フォークリスト運転技能講習
17.10.26 ～

17.10.27

飯泉　敏勝
企画調整部
業務第２科

日立建機教習センター茨城教
習所

フォークリスト運転技能講習
17.10.26 ～

17.10.27

中村　　薫
企画調整部
業務第１科

農林水産研修所
平成 17 年度農業機械化研修「農作安全実施
技術と指導法研修Ⅱ」

17.11.15 ～
17.11.18

講師の派遣

 研修・コース名 開催年月日  開 催 場 所 派 遣 講 師

定期総会基調講演 17. 4.13 ＪＡみなみ信州 間瀬　啓介

他殖性生物の連鎖解析と家畜ゲノム研究 17. 4.22 東京大学農学部 林　武司

イネ種子プロラミンのプロティンボディへ
の集積機構の解明

17. 4.27 ～ 17. 4.29 九州大学大学院農学研究院 川越　靖

平成 17 年度植物遺伝資源の持続的利用コ
ース

17. 5.10 ～ 17.11. 6 農業生物資源研究所

佐々木卓治、バルタザール・アントニオ
ダンカン・ヴォーン、友岡憲彦       
奥野員敏、白田和人、新野孝男
河瀬真琴、福岡修一、江花薫子        
矢野昌裕、中川　仁

第 101 回農林交流センターワークショップ
「イネオリゴマイクロアレイ解析」（第１回）

17. 5.18 ～ 17. 5.20 農林交流センター 長村吉晃

平成 17 年度農林交流センターワークショ
ップ「種子への遺伝子導入法」

17. 6. 6 農林交流センター 萩尾高志

学類授業「動物・植物細胞工学」 17. 6. 7 筑波大学 竹澤俊明

平成 17 年度集団研修「植物検疫ミバエ類
殺虫技術Ⅱコース」

17. 6. 8 ～ 17. 6. 9 那覇植物防疫事務所 村路雅彦

関東東海北陸農業試験研究推進会議生物工
学部会平成 17 年度現地研究会

17. 6.16 ～ 17. 6.17 愛知県自治センター 萩尾高志

第 102 回農林交流センターワークショップ
「種子の遺伝子導入法の紹介」

17. 6.22 農林交流センター 萩尾高志

食の安全・安心と遺伝子組換え作物に関す
る講習会

17. 6.25 上越教育大学 田部井豊

見島牛シンポジウム 17. 7. 3 山口県萩市見島 小畑太郎、峰澤　満
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 研修・コース名 開催年月日  開 催 場 所 派 遣 講 師

セミナー「タバコモザイク病のモザイク
パターン形成におけるサイレンシングの関
与」

17. 7. 7 筑波ふれあいの里 飯　哲夫

養豚における育種関連研究に関する指導・
助言

17. 7.27 ～ 17. 7.28
富山県農業技術センター畜産
試験場

佐藤正寛

果実生産用桑の栽培管理技術の講習 17. 9. 1 ～ 17. 9. 2 沖縄県宮古郡城辺町 小山朗夫

平成 17 年度植物防疫官専門研修（植物病
理コース）

17. 9. 7 植物防疫所研修センター 佐藤豊三

ゲノムフォーラム 2005 17. 9.18 丸ビル 佐々木卓治

第 104 回農林交流センターワークショップ
「第 20 回タンパク質構造解析シリーズ～生
物機能解明のためのプロテオーム解析～」

17. 9.28 ～ 17. 9.30 農林交流センター 小松節子

ナショナルバイオリソースプロジェクト 17.10. 2 ～ 17.10. 4 九州大学大学院 矢野昌裕

都道府県委託試験実施状況調査指導 17.10. 6 ～ 17.10. 7 新潟県農業総合研究所 野田隆志

第 106 回農林交流センターワークショップ
「イネオリゴマイクロアレイ解析」（第２回）

17.10.19 ～ 17.10.21 農林交流センター 長村吉晃

第 107 回農林交流センターワークショップ
「ゲノムインフォマティクス」（初心者編）

17.10.27 ～ 17.10.28 農林交流センター
長村吉晃、伊藤　剛、宮尾安藝雄
バルタザール・アントニオ

平成 17 年度文部科学省受託「近隣アジア
諸国における原子力安全調査事業」「アジア
の発展と原子力」講演会

17.10.28 航空会館大ホール 中川　仁

第 105 回農林交流センターワークショップ
「分子マーカーを利用した有用形質の遺伝解
析方法～ DNA マーカーの作成とその利用
～」

17.11. 7 ～ 17.11.11 農林交流センター
矢野昌裕
林　武司
福岡修一

在来家畜の保存とその意義 17.11. 9 鹿児島大学 峰澤　満

ミヤコグサの形質転換と RNAi による遺伝
子機能解析

17.11.10 ～ 17.11.11 （独）理化学研究所 河内　宏

平成 17 年度数理統計短期集合研修 17.11.14
農業・生物系特定産業技術研
究機構

林　武司

果実生産用桑の栽培管理技術の講習及び結
実

17.11.29 ～ 17.11.30 沖縄県宮古郡城辺町 小山朗夫

イネ完全長 cDNA による有用形質高速探索 18. 1. 9 日本科学未来館
廣近洋彦
森　昌樹
高辻博志

バイオロジカルシンポジウム 17.12. 1 国立遺伝学研究所 吉川　学

魅力ある大学院 GP プログラムに基づく研
究支援として講義

18. 1.26 北海道大学大学院 齋藤敏之

平成 17 年度第３回「GIFU シルク」研究会 18. 1.30 生物産業技術研究所 小山朗夫

東京家畜研究戦略会議への講師派遣 18. 1.30
東京都農林水産振興財団青梅
庁舎

栗崎純一

魅力ある大学院 GP プログラムに基づく研
究支援として講義

18. 2.14 北海道大学大学院 矢用健一

畜産関係者を対象とした技術講習会 18. 2.15 福島県養鶏試験場
栗崎純一
佐藤正寛
高橋秀彰

特別講演会「立体構造を用いた機能未知蛋
白質の機能予測の試み」

18. 2.15 ～ 18. 2.16 熊本大学 前田美紀

ＨＩＶプロテアーゼの動的構造と分子認識
機構

18. 3. 8 大阪大学蛋白質研究所 山崎俊正

ＮＢＲＰシンポジウム 18. 3.13 ～ 18. 3.14 京都工芸繊維大学 河本夏雄
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２．受入等

（１）　海外からの受入

氏　名 所　属 受入研究T 研　究　課　題 受入期間

［日本学術振興会　ＪＳＰＳ］

Sanchez,P.L.
フィリピン 
九州大学大学院

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

イネ属における核ゲノムのシンテニーに関する研究
15. 5.15

～ 17. 5.14

Chaitieng,B.
タイ
ウポンラチャタニ大学

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

ケツルアズキ大型化突然変異体を用いた栽培化シンド
ロームに関する分子遺伝学的解析

15.11.26
～ 17.11.25

Zhang,H.
中国
Zhengzhou 大学

発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

線虫モデルによる微生物の抗菌ペプチドに対する耐性
機構の研究

16. 4. 1
～ 18. 3.31

Sreekala,C.
インド
国立シンガポール大学

生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

イネ未熟種子におけるデンプン蓄積過程で OSK プロテ
ィンキナーゼが果たす役割の解明

16. 6.25
～ 18. 6.24

Riemann,M. ドイツ
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

ジャスモン酸シグナル伝達経路に関する hebiba 突然変
異体のマップベース・クローニング

16. 8.21
～ 18. 8.20

Ni,J．
( 倪　金鳳）

中国
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

動物セルロース分解系を応用した新規木質系バイオマ
ス糖化技術の確立へ向けたセルラーゼの改良

16. 9.13
～ 18. 9.12

Niva,C.C. ブラジル
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

環境動物ヤマトヒメミミズの再生に関与する遺伝子の
同定と解析

16.10. 1
～ 18. 9.30

Somfai,T．
ハンガリー
畜産研究所

遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

ブタ遺伝資源の保全のための
体外胚生産システムの確立

17. 4.12
～ 18. 4.11

Roller,L．
スロバキア
スロバキア科学アカデ
ミー

発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

「二国間共同研究」昆虫神経ペプチドの種および組織特
異的な機能発現機構の解明に関する研究

17. 9.16
～ 17.12.20

Chen,G.
中国
ハイファ大学進化学研
究所

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

野生オオムギ Hordeum Spontaneum における乾燥耐
性遺伝子のマッピング

17. 9.28
～ 19. 9.27

Nair,S.
インド
ビベカナンダ丘陵地農
業研究所

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

エコタイリング法によるオオムギ
vrs １遺伝子座の対立遺伝子変異の分子解析

17.11.15
～ 19.11.14

［国際農林水産業研究センター　ＪＩＲＣＡＳ］

Zhou,H.
中国 
中国アカデミー植物研
究所

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

野生種から栽培種への進化的動態に関する分子遺伝学
的解析

17.11. 1
～ 18. 3.15

Sinsuwongwat,S.
タイ
チェンマイ大学

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

作物および近縁野生種からの有用遺伝子の発掘
17.11. 1

～ 18. 3.15

Hegab,M.M.Y．
エジプト
カイロ大学

ジーンバンク
ジーンバンク長

イネのアレロパシー活性の鍵となる化学物質の同定
17.11. 1

～ 18. 3.15

Ahmed,T.A-F．
エジプト
Assiut 大学

新生資源創出研Ｇ
新機能開発Ｔ

コムギ赤かび病抵抗性 QTL の比較ゲノム解析
17.11. 2

～ 18. 3.15

［国際協力機構　ＪＩＣＡ］

Neadurumally,S.R.
インド
繊維省

昆虫生産工学研Ｇ
新蚕糸技術Ｔ

蚕飼育技術
「養蚕普及強化計画プロジェクト国別研修」

17. 5.12
～ 17. 9. 7

Satishchandra,N.
インド
中央製糸技術研究所

昆虫生産工学研Ｇ
生活資源開発Ｔ

生糸繊度制御技術
「養蚕普及強化計画プロジェクト国別研修」

17. 5.12
～ 17. 9. 7

Alam,A.K.M.M.
バングラデシュ
農業研究所

ジーンバンク
ジーンバンク長

植物遺伝資源集団研修
17. 5.23

～ 17.11. 6

Raminosoa,R.T.
マダガルスル
国立環境研究センター

ジーンバンク
ジーンバンク長

植物遺伝資源集団研修
17. 5.23

～ 17.11. 6
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氏　名 所　属 受入研究T 研　究　課　題 受入期間

Mushongi,A.A.
タンザニア
南部高山地域農業研究
所

ジーンバンク
ジーンバンク長

植物遺伝資源集団研修
17. 5.23

～ 17.11. 6

Siangliw,M.
タイ
国立遺伝子工学生物工
学センター

ジーンバンク
ジーンバンク長

植物遺伝資源集団研修
17. 5.23

～ 17.11. 6

［ジーンバンク］

Guaf,J．
パプアニューギニア
国立農業研究所

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

ジーンバンク事業生物遺伝資源海外共同調査（パプア
ニューギニア、稲、豆類）

17.10. 9
～ 17.11.10

Wang,B.K.
（王　柏柯）

中国
新彊農業科学院

ジーンバンク
上席研究官

ジーンバンク事業生物遺伝資源海外共同調査（中国、
果樹）

17.11. 5
～ 17.12.19

Coung,H.
（从　花）

中国
新彊農業科学院

ジーンバンク
上席研究官

ジーンバンク事業生物遺伝資源海外共同調査（中国、
果樹）

17.11. 5
～ 17.12.19

［相手国等］

Zang,X.
中国
Zhengzhou 大学

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

プロテオーム解析技術を用いての機能性タンパク質の
検出

16. 4.23
～ 17. 4.22

Natesan,S.
インド
タミルナジュ大学

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

オオムギ属植物の形態形成遺伝子
17. 4. 1

～ 17. 6.30

Cortes,N.C.
メキシコ
メキシコ国立大学

昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

食材性甲虫類のセルラーゼ遺伝子の研究
17. 6.11

～ 17. 8.31

Natesan,S.
インド
タミルナジュ大学

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

オオムギ属植物の形態形成遺伝子
17. 7. 1

～ 18. 3.31

馬　秀芳
中国
稲作研究所

分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ

イネ F １種子の純度検定技術の開発と有用形質の遺伝
解析

17.10. 1
～ 18. 9.30

Andrew,K.
ウガンダ共和国
NNARO 研究所

ゲノム研究Ｇ
ＤＮＡバンク

バナナーイネ比較ゲノム解析
17.10. 3
～ 17.10.16

Nair,K.S.
インド
養蚕研究所

昆虫生産工学研Ｇ
上席研究官

ゲノム解析法とその利用法の開発
17.10.11　
～ 17.10.13

Nair,K.S．
インド
養蚕研究所

昆虫生産工学研Ｇ
新蚕糸技術Ｔ

生理活性物資によるカイコ生産物増収効果の品種性に
関わる研究

17.10.14
～ 17.10.19

Sanchez,P.L.
アメリカ 
アリゾナ大学

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

イネ属Ｃゲノム種の遺伝的類縁関係の解析と地理的分
布に関する研究

17.10.26
～ 17.12.19

He,D．
中国
分子生物学研究所

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

イネ環境ストレス応答性タンパク質のプロテオーム解
析

17.12. 1
～ 18.11.30

Hong,I-P．
（洪仁杓）

韓国
農業科学技術院

生体高分子研究Ｇ
生体膜機能Ｔ

カイコ由来漢方薬成分のプロテオーム・メタボローム
の解明

（日韓二国間共同研究）

17.12.19
～ 17.12.20

Novikova,N．
ロシア
科学アカデミー研究所

生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

宇宙生物学に関する日ロ共同研究
18. 1.22

～ 18. 1.29

Chen,X．
中国
海南農業大学

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

イネオリゴアレイを用いた耐寒性、耐熱性品種の遺伝
子発現プロファイルの解析

18. 1.23
～ 19. 1.22

Kottapalli,K．R. インド
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

細菌感染と浸水処理の耐性に関係するＱＴＬがマップ
される染色体領域のゲノム機能解析と候補遺伝子の単
離に関する研究

18. 2. 2
～ 19. 2. 1

Sangsiri,C．
タイ
カセサート大学

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

リョクトウ遺伝資源の多様性解析
18. 3.19
～ 18.11.30

［所内経費］

Lee,S-G．
韓国
安東大学校自然科学大
学

遺伝資源研究Ｇ
生物分類Ｔ

農業上重要なフザリウム属菌の分類に関する研究
17. 3. 1

～ 18. 2.28

Tian,J.
中国
河北省粮油作物研究所

遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

リョクトウ遺伝資源の分子プロファイリング
17. 8. 1
～ 17.12.20

Yoon,U-H.P.D.
韓国
国立バイオテクノロジ
ー研究所

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子発現Ｔ

日韓共同研究」イネ完全長 cDNA 情報に基づくマイク
ロアレイ法を用いたイネ遺伝子の機能解析

17.10.13
～ 17.11. 9
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氏　名 所　属 受入研究T 研　究　課　題 受入期間

[ 講習生 ] 

玉井　一規 香川大学
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ 

イネのケイ酸吸収遺伝子の単離
17.4.1

～ 17.4.30

王　埼
（Wang,Qi）

吉林農業大学
中薬材学院菌物研究所     

ジーンバンク
微生物資源Ｔ

きのこ類や内生菌などの分離･培養とそれらの有効成分
の対策および菌株の保存

17.4.1
～ 17.5.31

佐藤　玄紘 東京理科大学
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

突然変異体を用いたイネ･クリプトクロムの機能解析 
17.4.1

～ 17.6.30

Joon Ha Lee
Hoseo　University 

（湖西大学）
昆虫生産工学研Ｇ
昆虫細胞工学Ｔ

培養細胞を用いた昆虫の免疫機構の解明 
17.4.1

～ 17.9.30

Mahmhood 
Tariq

筑波大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

病原菌抵抗反応時のイネプロテオーム解析
17.4.1

～ 17.9.30

金山　貴宣 福井大学大学院
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

コラーゲンゲル薄膜を用いた膵島細胞の新しい培養方
法の開発

17.4.1
～ 18.3.31

柳原　佳奈 福井大学大学院
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

膵島細胞の組織切片を利用した培養技術の開発
17.4.1

～ 18.3.31

中沢　有紀子 千葉大学大学院
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

コラーゲンゲル薄膜を用いた肝細胞の新しい共培養方
法の開発と薬学的応用

17.4.1
～ 18.3.31

鈴木　喜大 筑波大学大学院
生体高分子研究Ｇ
蛋白機能Ｔ

蛇毒由来の機能性蛋白質のＸ線結晶構造学的研究
17.4.1

～ 18.3.31

箱山　雅生 愛知教育大学
生理機能研究Ｇ
窒素固定Ｔ

窒素固定活性の発現･維持に関わるミヤコグサ遺伝子の
単離･同定及びその機能解析

17.4.1
～ 18.3.31

馬場　真里 京都大学大学院 
生理機能研究Ｇ
窒素固定Ｔ

根粒数減少変異体の原因遺伝子の特定と性状解析
17.4.1

～ 18.3.31

Asad　JAN 筑波大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

ジベレリン情報伝達の分子機構解明によるイネの草型
制御

17.4.1
～ 18.3.31

高崎　寛則 筑波大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

ジベレリン情報伝達の分子機構解明によるイネ草型制
御 

17.4.1
～ 18.3.31

高田　直樹 福井大学 
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

コラーゲンゲル薄膜を用いた膵細胞株のインスリン産
生の誘導

17.4.1
～ 18.3.31

平井　克之 京都大学大学院
生理機能研究Ｇ
グループ長

植物のＲＮＡサイレンシングにおけるウイルスのサプ
レッサーの生化学的解析

17.4.1
～ 18.3.31

高岸　克行 東京大学大学院
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

代替骨を目指したヒドロキシアパタイト／平面絹コン
ポジットの調製に関する研究

17.4.1
～ 18.3.31

今泉　信之 （株）ジェイツー
新生物資源創出研 G
新作物素材開発 T

植物における遺伝子発現機構の解析 
17.4.1

～ 18.3.31

吉田　光毅 大成建設（株）
新生物資源創出研 G
新作物素材開発 T

イネ草型制御技術の開発 
17.4.1

～ 18.3.31

堀川　大樹 北海道大学大学院
生体機能研究Ｇ
生活史制御Ｔ

昆虫の乾燥休眠の誘導・維持・覚醒機構の解明 
17.4.1

～ 18.3.31

高宮　知子 東京理科大学 
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

植物ゲノムのメチレーション解析技術の開発
17.4.1

～ 18.3.31

玉田　賀之 佐賀大学
ゲノム研究Ｇ
上席研究官 

ｃＤＮＡ配列を基にした家畜遺伝子のマッピング
17.4.1

～ 18.3.31

市丸　徹 東京大学大学院
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

フェロモン系を介する視床下部・辺縁系機能の制御
17.4.1

～ 18.3.31

細渕　朗子 東京理科大学
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

植物ゲノムのメチレーション解析技術の開発 
17.4.1

～ 18.3.31

石橋　和大 北海道大学大学院
生理機能研究Ｇ
耐病性Ｔ

トマトのタバコモザイクウイルス抵抗性遺伝子 Tm-1
に関する研究

17.4.1
～ 18.3.31

薦田　圭介 北海道大学大学院 
生理機能研究Ｇ
耐病性Ｔ

タバコモザイクウイルスの複製複合体形成過程の解析
17.4.1

～ 18.3.31

錦織　雅樹 北海道大学大学院
生理機能研究Ｇ
耐病性Ｔ

タバコモザイクウイルスの複製複合体の解析
17.4.1

～ 18.3.31

（２）　国内からの受入
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関根　立守 東京農工大学大学院 
昆虫生産工学研Ｇ
遺伝子工学Ｔ

遺伝子強制発現法を用いた生物リズム制御遺伝子の
探索

17.4.1
～ 18.3.31

茂木　一孝 東京大学大学院
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

フェロモン系を介する視床下部・辺縁系機能の制御
17.4.1

～ 18.3.31

若山　正隆 埼玉大学大学院 
生理機能研究Ｇ
物質代謝Ｔ

C4 植物の光合成細胞の分化形成
17.4.1

～ 18.3.31

伊関　大敬 筑波大学大学院 
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

ゲノムのメチレーション解析技術の開発
17.4.1

～ 18.3.31

日下　耕太郎 筑波大学
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

線虫の免疫に関わる分子機構の解明 
17.4.1

～ 18.3.31

今牧　篤重 （株）環境研究センター 
生体高分子研究Ｇ
生体膜機能Ｔ

タンパク質の質量分析による一次構造解析
17.4.1

～ 18.3.31

中村　あぐり 茨城大学大学院 
生体防御研究Ｇ
分子免疫Ｔ

ウシ中枢神経系由来細胞株に関する研究
17.4.1

～ 18.3.31

古川　勉 東京理科大学
遺伝資源研究Ｇ
遺伝子多様性Ｔ 

低アレルゲン米の作出に向けた基盤研究
17.4.1

～ 18.3.31

中山　健 茨城大学
遺伝資源研究Ｇ
上席研究官

イネ白葉枯病菌の病原性関連遺伝子とその機能に関す
る研究

17.4.1
～ 18.3.31

木内　幸子
ゲノム研究Ｇ
上席研究官 

バイオフラボノイドの遺伝子再構成に関する研究
17.4.1

～ 18.3.31

濱田　淳平 東京理科大学大学院
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

イネにおけるストレス応答分子機構
17.4.1

～ 18.3.31

網蔵　久美子 東京理科大学大学院
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

イネのＡＢＡ処理による耐凍性誘導の機構解明
17.4.1

～ 18.3.31

来須　孝光 東京理科大学
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

イネにおけるストレス応答の分子機構
17.4.1

～ 18.3.31

村井　景 東京医薬専門学校
生体高分子研究Ｇ
生体膜機能Ｔ

カイコ由来タンパク質のプロテオーム解析
17.4.5

～ 18.2.28

佐藤　旭 （財）残留農薬研究所
生体防御研究Ｇ
疾患モデル動物Ｔ

雄生殖器官における遺伝子発現研究に関わる技術習得 
17.4.11

～ 18.3.31

青山　博昭 （財）残留農薬研究所
生体防御研究Ｇ
疾患モデル動物Ｔ

雄生殖器官における遺伝子発現研究に関わる技術習得 
17.4.11

～ 18.3.31

清水　直子 （財）残留農薬研究所
生体防御研究Ｇ
疾患モデル動物Ｔ

雄生殖器官における遺伝子発現研究に関わる技術習得 
17.4.11

～ 18.3.31

高瀬　彩 琉球大学 
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

シロアリ細胞内共生バクテリアの遺伝子解析
17.4.15

～ 18.2.28

姜　奉廷
ang,Bong-Jung

岡山大学大学院
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

コイのビテロジェニン遺伝子のクローニングと遺伝子
解析

17.4.19
～ 17.5.3

渡邊　早織 東京理科大学
遺伝資源研究Ｇ
遺伝子多様性Ｔ 

コエンザイムＱ１０含量の測定
17.5.1

～ 18.3.31

垣木　智行 早稲田大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

固体高分解能ＮＭＲによる高分子材料の精密構造に関
する基礎的研究

17.5.1
～ 18.3.31

三好　のぞみ 早稲田大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

固体高分解能ＮＭＲによる高分子材料の精密構造に関
する基礎的研究

17.5.1
～ 18.3.31

松浦　章雄 早稲田大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

固体高分解能ＮＭＲによる高分子材料の精密構造に関
する基礎的研究

17.5.1
～ 18.3.31

木塚　三津子 東京農工大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

固体高分解能ＮＭＲによる高分子材料の精密構造に関
する基礎的研究

17.5.1
～ 18.3.31

宮川　拓也 東京大学大学院 
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

膜タンパク質プレセニリンの第６親水性ドメインのＮ
ＭＲ解析

17.5.2
～ 18.3.31

渡邉　剛志 東京工業大学大学院
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

ポリペプチドの構造転移現象における水素結合の役割
の解明

17.5.2
～ 18.3.31

高橋　由紀子 東京工業大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

金属結合ペプチドの構造解析 
17.5.2

～ 18.3.31

島津　智浩
( 財 ) 宮城県公衆衛生
協会

分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ 

イネの品種識別手法の習得
17.5.16

～ 17.6.3
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高橋　一也 千葉大学
遺伝資源研究Ｇ
生殖質保全Ｔ

哺乳動物胚の体外受精に関する研究
17.5.16

～ 18.3.31

東ヶ崎　文生
（株）環境研究センタ
ー 

生体高分子研究Ｇ
生体膜機能Ｔ

タンパク質の質量分析による一次構造解析
17.5.30

～ 18.3.31

大原　海 東京大学大学院
生体機能研究Ｇ
神経内分泌Ｔ

フェロモン系を介する視床下部・辺縁系機能の制御
17.6.1

～ 18.3.31

シャク高志 東京理科大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ 

遺伝子マッピング手法の習得
17.6.21

～ 17.7.15

木村　浩之
（独）国立科学博物館
つくば実験植物園

生理機能研究Ｇ
物質代謝Ｔ

植物における光合成代謝機構の多様性の解明
17.6.23

～ 18.3.31

Fahimeh 
Shahinnia

Department of 
Agronomy and Plant 
Breeding,College of 
Agriculture,Isfahan 
University of 
Technology

遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

Mapping of genes controlling important 
agronomical traits in barley

17.7.1
～ 18.3.31

横山　拓彦 弘前大学大学院
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆虫分子進化Ｔ

ステロイドホルモンによる転写因子の制御機構の解析
17.7.15

～ 17.9.30

常山　泉 東京農工大学大学院 
昆虫生産工学研Ｇ
上席研究官

カイコの炭酸カルシウム摂食性に関与する遺伝子の検
索

17.7.15
～ 18.3.31

李　玉順 東京農工大学大学院 
昆虫生産工学研Ｇ
上席研究官

カイコ成虫短命遺伝子の座位決定
17.7.15

～ 18.3.31

大槻　治嘉 東京農工大学大学院 
昆虫生産工学研Ｇ
上席研究官

カイコの行動突然変異遺伝子の座位決定
17.7.15

～ 18.3.31

松下　恵子 福井県立大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

イネ膜タンパク質のプロテオーム解析
17.7.25

～ 17.7.29

棚瀬　幸司
（独）農業・生物系特
定産業技術研究機構花
き研究所

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子修飾Ｔ

デルフィニウム等の RLGS 解析
17.8.1

～ 18.3.31

木浦　正和 大阪市立大学
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ 

イネの遺伝子マッピング手法の修得
17.8.3

～ 17.8.12

田山　智規 東北大学大学院
ゲノム研究Ｇ
家畜ゲノムＴ

ランドレース豚の免疫能についての品種内ＱＴＬ解析
17.8.4

～ 17.9.30

金城　輝則 弘前大学
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

カイコ E75 遺伝子のクローニングと発現解析
17.9.1

～ 18.2.28

渡部　玲子 東京農工大学
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

絹不織布の細胞接着性に関する研究
17.9.1

～ 18.3.31

佐々木　愛実 山形大学
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

非拘束状態での豚の脳電気活動導出法
17.9.1

～ 18.3.31

若松　容子 山形大学
生体機能研究Ｇ
動物細胞機能Ｔ

非拘束状態での豚の脳電気活動導出法
17.9.1

～ 18.3.31

中西　梓 京都大学大学院
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

立体構造解析に用いる高純度タンパク質精製法の確立
17.9.26

～ 18.3.31

佐藤　春奈
お茶の水女子大学大学
院

昆虫生産工学研究Ｇ
遺伝子工学Ｔ

ショウジョウバエのミトコンドリア置換系統を用いた
活動リズムの解析

17.9.26
～ 18.3.31

高島　稔 帝京科学大学
ゲノム研究Ｇ
上席研究官 

動物ゲノム解析法
17.9.26

～ 18.3.31

岡田　有加 北里大学
生体機能研究Ｇ
動物脳神経機能Ｔ

下垂体ホルモンの中枢性調節機構
17.10.1

～ 18.3.31

古川　亜希 北里大学
生体機能研究Ｇ
動物脳神経機能Ｔ

下垂体ホルモンの中枢性調節機構
17.10.1

～ 18.3.31

佐藤　玄紘 東京理科大学
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

突然変異体を用いたイネ･クリプトクロムの機能解析 
17.10.1
～ 17.12.31

横山　拓彦 弘前大学
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆虫分子進化Ｔ

ステロイドホルモンによる転写因子の制御機構の解析
17.10.1

～ 18.3.31

藤井　壮太 東北大学大学院
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

ＣＷ型細胞質雄生不稔イネにおけるミトコンドリアタ
ンパク質の解析

17.10.3
～ 17.10.7
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安野　奈緒子 帯広畜産大学
分子遺伝研究Ｇ
応用遺伝Ｔ 

イネのマップベースクローニング法の習得
17.10.17

～ 18.3.31

岡　和希 信州大学
発生分化研究Ｇ
発生機構Ｔ

膜翅目昆虫の胚発生過程で発現する遺伝子の単離と構
造解析

17.11.1
～ 18.3.31

Rezaeian　
Abdolhossein

宇都宮大学大学院
ゲノム研究Ｇ
上席研究官 

cDNA 配列を基にした家畜等の遺伝子の発現解析
17.11.1

～ 18.3.31

芹澤　啓明 長野県野菜花き試験場
生理機能研究Ｇ
上席研究官

「HEGS（高能率ゲノム走査法）によるレタス根腐病抵
抗性 DNA マーカーの検索」

17.11.7
～ 17.11.11

小林　奈々恵 宇都宮大学
生理機能研究Ｇ
物質代謝Ｔ

葉の構造と光合成代謝機構の解析
17.11.7
～ 17.11.18

河原崎　達雄 静岡県中小家畜試験場
発生分化研究Ｇ
発生工学Ｔ

体細胞クローン技術に関連した応用技術
17.11.7
～ 17.11.25

Joon Ha Lee
Hoseo　University 

（湖西大学）
昆虫生産工学研Ｇ
昆虫細胞工学Ｔ

培養細胞を用いた昆虫免疫反応解析系の確立
18.1.4

～ 18.2.28

賀来華江
明治大学農学部生命科
学科助教授（教員）

生理機能研究Ｇ
上席研究官

環境ストレス受容体の解析
18.2.1

～ 18.3.31

山田　絵梨子 長岡技術科学大学
分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

幼苗期イネを用いた低温ストレス時におけるタンパク
質翻訳後修飾の解析

18.2.1
～ 18.3.31

竹内　裕美 長岡技術科学大学
生体高分子研究Ｇ
超分子機能Ｔ

立体構造解析に用いる高純度タンパク質精製法の確立
18.2.1

～ 18.3.31

岩沢　哲朗 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ生体への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

松永　大輔 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ胚への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

早乙女　慎哉 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ生体への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

渡辺　綾衣 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ胚盤葉細胞への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

堀江　雅彦 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ生体への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

河本　英生 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ生体への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

円田　圭亮 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ胚への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

酒巻　有里 明治大学
発生分化研究Ｇ
発生制御Ｔ

ニワトリ胚盤葉細胞への蛍光タンパク質遺伝子の導入
18.2.1

～ 18.3.31

佐藤　玄紘 東京理科大学
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

突然変異体を用いたイネ･クリプトクロムの機能解析 
18.2.15

～ 18.3.31

金城　輝則 弘前大学
昆虫適応遺伝研Ｇ
昆共生媒介機構Ｔ

カイコ E75 遺伝子のクローニングと発現解析
18.3.1

～ 18.3.31

岩城　隼 山形大学
生体高分子研究Ｇ
蛋白機能Ｔ

古細菌由来アミノアシルー tRNA 合成酵素のｘ線結晶
構造解析

18.3.13
～ 18.3.23

長尾　拓明 日本大学
遺伝資源研究Ｇ
限界機能Ｔ

オオムギ重要遺伝子の分子遺伝解析
18.3.15

～ 18.3.31

[ 受入招へい研究者 ]　

辻　典子 
（独）産業技術総合研
究所

生体防御研究Ｇ
分子免疫Ｔ

組換えレトロウイルスを用いた樹状細胞の株化を行う
17. 3.16

～ 17. 6.30

[ 受入外来研究者 ]　

小出水規行
農工研農村環境部
生態工学研究室

ジーンバンク
動物資源Ｔ

農業水路等に棲息する魚類のマイクロサテライト DNA
マーカーの開発

17. 6. 1
～ 18. 3.31

宇藤山裕美 宮崎県総合農業試験場
生理機能研究Ｇ
環境ストレスＴ

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

17. 7 .1
～ 17.12.27

橋本　誠
日立サイエンスシステ
ムズ

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

大量のタンパク質に隠された極微量タンパク質解析技
術の開発とその利用

17. 7. 1
～ 17.12.28

高野　純一 栃木県農業試験場
新生資源創出研Ｇ
植物細胞工学Ｔ

イチゴにおける形質転換手法の修得
17. 8.29
～ 17.12.28
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氏　名 所　属 受入研究T 研　究　課　題 受入期間

佐藤　妙子 福島県養鶏試験場
ジーンバンク
動物資源Ｔ

鶏の DNA マーカー育種
17.10. 3
～ 17.12.28

村井みゆき
京都大学
フィールド科学教育研
究センター

ジーンバンク
上席研究官

種子および地下茎で繁殖するイネ科有用植物野生集団
の多様性解析

17.11. 7
～ 18. 1.31

八戸　真弓
筑波大学大学院
環境科学研究所

分子遺伝研究Ｇ
遺伝子応答Ｔ

除草剤のイネに対する作用機構解明のためのプロテミ
クス解析

18. 1. 9
～ 18. 3.31

氏　名 受入研究T 研　究　課　題　 受入期間

［特別研究員］

津田　英利
昆新素材開発研Ｇ 
素材開発Ｔ      

カイコ細胞におけるウイルス特異的認識タンパク質の同定
15. 1.  1

～ 17.12.31   

伊勢村武久
遺伝資源研究Ｇ
集団動態Ｔ

アズキの起源と栽培化過程の遺伝解析
15. 1.  1

～ 17.12.31   

大沼　克彦
遺伝資源研究Ｇ
生殖保全Ｔ

卵母細胞の成熟に対するインヒビンファミリーの翻訳後修飾
の役割の解明

15. 1.  1
～ 17.12.31   

池田　健一
生理機能研究Ｇ
上席研究官　

植物抵抗性遺伝子の多様化機構の解明と進化工学的応用
15. 1.  1

～ 17.11.30   

松本　均
発生分化研究Ｇ
成長制御Ｔ

殺虫タンパク質とその殺虫メカニズムに関する研究
15. 4.  1

～ 18. 3.31   

加藤　新平
生理機能研究Ｇ
特待研究員　

植物の感染防御応答におけるＭＡＰキナーゼ情報伝達系の機
能解析

15. 4.  1
～ 18. 3.31   

安藤　杉尋
新生資源創出研Ｇ
植物細胞工学Ｔ

アブラナ科植物根こぶ病の発病機構の解明と抵抗性育種素材
の開発

15. 4.  1
～ 18. 3.31   

藤崎　恒喜
生理機能研究Ｇ
耐病性Ｔ

シロイヌナズナにおける植物ＲＮＡウイルスの宿主決定機構
の解明

16. 4.  1
～ 19. 3.31   

小沢　学
遺伝資源研究Ｇ
生殖保全Ｔ

ナノテクノロジーの応用によるブタ胚の代謝機能の解明と効
率的体外生産

17. 4.  1
～ 20. 3.31   

渋谷　健市
生理機能研究Ｇ
形態発生Ｔ　

相同性遺伝子導入による内在性遺伝子の異所的転写活性化の
分子機構解明

17. 4.  1
～ 20. 3.31   

岡　義人
生理機能研究Ｇ
環境ストＴ　

分子生物学的手法によるイネフィトクロムＡのシグナル伝達
機構の解明

17. 4.  1
～ 20. 3.31   

（３）その他の各種制度
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