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近年地球規模で顕在化している気候変動や人口増などにより、中長期的に世界の食料需給が逼迫すること

が予想されています。この問題を解決するためには、農業生物の潜在能力を最大限に引き出すとともに、飛

躍的な機能向上を可能にする技術の開発が求められています。このような技術は、我が国の農業の競争力の

向上のためにも重要です。また、我が国の農業が競争力を失いつつある中で、農業生物のもつ潜在力を活用

することにより、新産業創出を図ることも重要です。

　このような状況をふまえて、農業生物資源研究所（生物研）では、植物、昆虫、動物などの農業生物を対

象としてバイオテクノロジーを中心とする基礎的・先導的な研究を進めることにより、革新的な農業技術の

開発や新産業創出に取り組んでいます。第 1期中期目標期間（2001 ～ 2005 年度）においては、イネゲノム

の全塩基配列の解読、カイコの遺伝子組換え技術の開発、遺伝子組換えブタの作出などの大きな成果を上げ

てきました。これらの成果を基盤として、第 2期中期目標期間（2006 ～ 2010 年度）においては、農業上重

要な遺伝子の同定・機能解明を進めるとともに、ゲノム情報を活用した効率的な育種技術を開発し、従来技

術では困難であった、美味しく、いもち病に強いイネ品種を開発するなどの成果を上げています。さらに、

カイコやブタでもゲノムの全塩基配列の解読を終了するなどの成果を上げています。第 3期中期目標期間は

2年前から開始されていますが、生物研が強みとする研究を重点的に推進する体制を整備し、研究の強化、

加速を目指して取り組んでいるところです。具体的には、遺伝資源やゲノム研究でのこれまでの研究蓄積を

基盤として、次世代ゲノム育種法の開発、コムギや害虫のゲノム解読と利用技術の開発などにより革新的な

農業技術の開発を目指しています。また、これまでに開発したゲノム育種技術などについては、育種機関と

の連携を強化して普及を進めています。新産業創出につなげる研究においては、遺伝子組換え技術の実用化

などの大きな課題に挑戦しています。具体的には、花粉症治療米の開発、遺伝子組換えカイコを用いたヒト・

動物医薬用機能タンパク質の高率生産技術の開発、抗体医薬品や再生医療技術の開発への利用が期待される

免疫不全ブタの開発などを、大学、民間企業等と連携して進めています。

　生物研は、農業分野のバイオテクノロジー研究の中核機関として位置づけられていますが、波及効果の大

きな革新的農業技術の開発や新産業創出につなげる研究を推進することにより、中核機関としての役割を果

たしていくとともに、産学官連携を通して、成果の社会還元を目指します。皆様のご理解とご支援ご協力を

お願いいたします。 

ごあいさつ

農業生物資源研究所
理事長　廣近　洋彦
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カブトムシ
（抗菌ペプチ
ドの研究等を
行っています）

カイコ
（下は絹
糸を用い
た医療用
基剤）
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保存する

様々なイネ種子

イネの耐病性研究
( 右はWRKY45 発現イネ 
左は普通のイネ )

マウス体内で
成熟させた

ブタ精子を用いて
生まれた子ブタ
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運営費交付金
6,617

受託収入
2,611

受入研究等経費
300

施設整備費補助金
113

その他収入
17

交付金研究費
2,449

受託研究費
2,611

受入研究等経費
300

一般管理費
355

人件費
3,830

施設整備費補助金
113

収入
9,658

支出
9,658

平成26年度当初予算
（単位：百万円）

農業生物資源研究所は、我が国最大の農業分野の基礎生命科学研究所です。 

　農業分野の生命科学の研究開発を進めることにより、農業技術の発達に貢献し、これまでに

はない新たな生物産業を創出することを目指して設立されました。

　組織図

人　員

職員（役員含む） 348 名 有期雇用型契約職員 483 名
（うち常勤研究職員 234 名） （うち特任上級研究員等        1 名 ）
  （うちポスドク等        37 名 ）
           （平成 26 年 4月 1日現在）

予　算
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昆虫科学研究領域

動物科学研究領域
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理事長

理事（2名）

監　事
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ゲノム情報の整備を通じた有用遺伝子の解析と
効率的な育種法の開発

生物の性質はゲノムの中にある遺伝子の働きによって決まります。農業生物先端ゲノム研究センターでは、

作物や家畜のゲノムの配列解読、ならびに研究材料や情報の整備を通じて、病虫害抵抗性（抗病性）、多収性（生

産性）、高品質などの農業上有用な遺伝子の解析に取り組み、イネ、ダイズ、ブタの新たな改良技術の開発

を行います。また、ウンカやコナガ等の作物害虫のゲノムを解読し、繁殖や成育に関わる遺伝子情報の解明

を通じて、新たな害虫防除技術の開発に貢献します。さらに効率的な品種改良にむけた、遺伝子の効率的な

改変技術の開発や、タンパク質の立体構造や修飾を介した機能改変に関する技術開発に取り組みます。

研究ユニット

■ 先端ゲノム解析室
イネ、ムギ、ダイズ、ブタ、昆虫等の農業生物を対
象としたゲノム解析支援を行います。

■ ゲノムインフォマティックスユニット
大量のゲノム情報を効率的に解析するためのソフ
トウェア開発や、得られたゲノム情報のデータベー
ス化に取り組みます。  

■ ゲノムリソースユニット
ゲノム研究によって生み出される様々な研究材料
（DNA、突然変異体、解析ツール等）を拡充・整備し、
それらを研究者へ提供します。

■ 作物ゲノム研究ユニット
イネ、ソルガム、オオムギ、コムギのゲノム解読や
発現遺伝子の解析に取り組みます。

■ 昆虫ゲノム研究ユニット
作物害虫のゲノム解読を進め、広範な農業害虫ゲノ
ムデータベースの開発に取り組みます。

■ 家畜ゲノム研究ユニット
家畜の改良に有用な遺伝子の解析ならびにゲノム
情報データベースの整備に取り組みます。

■ イネゲノム育種研究ユニット
ゲノム情報を活用して、イネの開花期、病害抵抗性、
収量性等に関わる遺伝子を明らかにし、新しい育種
法の開発に取り組みます。

■ ダイズゲノム育種研究ユニット
ダイズの開花期、病虫害抵抗性、収量性等に関わる
有用遺伝子の解析を通じて、より効率的な育種法の
開発に取り組みます。

■ ゲノム機能改変研究ユニット
作物の重要遺伝子の効率的な改変を可能とする技
術の開発に取り組みます。

■ 生体分子研究ユニット
農業生物の生体機能に関わるタンパク質に注目し、
立体構造や修飾を介した機能改変に関する技術開
発に取り組みます。
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先端ゲノム解析室

農業生物先端ゲノム研究センター

農業生物を対象としたゲノム解析支援
所在地　本部地区（つくば地区）

次世代型DNAシーケンサーをはじめとするゲノム解析機器の進歩は目覚ましく、ゲノム解析のスピード

には目を見張るものがあります。また、重要な遺伝子の単離が進み、その役割が数多く明らかになってきて

います。 

　このような新たな時代を迎え、先端ゲノム解析室ではイネ、ムギ、ダイズ等の主要作物、動物ではブタ等

の家畜、カイコ、ウンカ等の昆虫など農林水産業に関わる生物のゲノム解析を、次世代型DNAシーケンサー

等の最先端ゲノム解析機器を配備して、精力的に進めます。また、所内外から依頼されたゲノム解析を支援

することで、ゲノムクローンライブラリー作成などの基盤整備、遺伝子の単離、網羅的で精密なDNAマーカー

の作成による育種への応用、新規生物のゲノム解読などが加速されます。その結果、様々な作物でのゲノム

育種が可能となり、新たな品種が短期間で作出されることが期待されます。

図 1.　ショートリード型シーケンサー
1回の稼働で 40 ギガ（=400 億）塩基の配列データを得
ることができます。

図 2.　ロングリード型シーケンサー
1回の稼働で 500 メガ（=5 億）塩基の配列データを得ること
ができます。2台の体制で解析を行います。

図 3.　サンガー法シーケンサー
遺伝子単離の目的で、BAC クローンなどの正確な塩基配
列を決定するためや、フラグメント解析により SNP（1
塩基多型）を検出するために使用します。
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ゲノムインフォマティックスユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

総合的なゲノムデータベースの提供
所在地　本部地区（つくば地区）

生命科学系の分析機器の著しい進歩に伴い、非常に大規模なデータが生産されるようになりました。例え

ば、最新のDNA解読装置を使えば、わずか 1週間で 1兆文字に相当するような情報を読み解くことが可能

です。また、このような生データを解析すると、その量は更に何倍にも何 10 倍にも膨らみ、一般の研究者

が扱うことは容易ではありません。ゲノムインフォマティックスユニットでは、このような大量の生物情報

を効率的に処理するためのプログラムを開発し、情報解析を専門としない研究者でも簡単に利用できる研究

基盤の構築を行っています。例えばイネの全染色体は 3億 8000 万文字にもなります。この中で遺伝子のよ

うに生物学的に意味のある領域を特定してその機能を予測するため、大型コンピュータを駆使してデータを

処理し、作物等の育種や素材開発に活用できるようにしています。また、これらの情報を総合的に利用でき

るデータベースを構築して、研究者が自由に利用できるように提供しています。

図 1.　大型計算機を使って大量のデータを処理しま
す。

図 2.　ゲノムの DNA 配列上で遺伝子の位置
と機能を明らかにし、データベースを構築し
て提供します。

図 3.　イネ科植物や関連する生物
のアノテーションデータベース、遺
伝子予測のような専門研究者向けの
サービスなどの運用も行っていま
す。
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ゲノムリソースユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

研究リソースの収集・保存・管理・提供 及び 新たなリソース開発
所在地　本部地区（つくば地区）

研究リソースは、生命科学研究推進の基盤として非常に重要な要素で、研究を深化・加速させるために不

可欠な材料でありツールです。世界的に様々な生物種でゲノム研究が推進されている中で、農林水産省にお

いてもイネ科作物（イネ、オオムギ、コムギ）、昆虫（カイコ、ウンカ）、動物（ブタ、ウシ）等でゲノム研

究が進められ、研究をさらに深化・加速させる貴重な研究材料（遺伝子、DNA、変異体等）が数多く生み出

されています。ゲノムリソースユニットでは、作出されたこれら有用なリソースを研究コミュニティーに普

及させることを目的として、研究リソースの収集・保存・管理・提供を行っています。また、自ら新たなリ

ソース開発、リソースの付加価値の向上、利用技術開発と研究支援等、研究者を的確にサポートするため時

代のニーズにあった基盤整備を目指します。 

図 1.　イネ遺伝子発現データベース RiceXPro
イネの全ての遺伝子は、種子の発芽から登熟・老化に至る全生育過程のどこかで発現し、それぞれの
機能を果たしています。6月の田植え時期から10月の刈取りまで、葉、根、穂等の様々な組織・器
官の遺伝子発現情報を調べ、データベース化し、公開しています。（http://ricexpro.dna.affrc.go.jp/）

図 2.　研究リソースの収集・保存・管理・提供
農林水産省のプロジェクトにおいて作出された完全長 
cDNA, 変異体、遺伝解析材料等の研究リソースを研究
コミュティーに提供しています。特に品質維持に重点
を置き、信頼性の高いリソースの提供を目指していま
す。（http://www.rgrc.dna.affrc.go.jp/jp/）

図 3.　農水統合データベース
農林水産省のプロジェクトにおいて、多数の有
用なデータベースが作成されています。これら
データベースを一元管理し、継続して公開する
統合データベースシステムを構築し、公開して
います。（http://agri-trait.dna.affrc.go.jp/）
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作物ゲノム研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

イネ・ムギ・ソルガムの農業上重要な遺伝子の解析
所在地　本部地区 及び 農環研地区（つくば地区）

作物ゲノム研究ユニットでは、イネと同じ仲間の作物（イネ・ムギ・ソルガム）について、その農業上重

要な性質を司る遺伝子の発見と働きを調べる研究を行っています。イネについては多数の遺伝子の働きを効

率的に調べる手法によって、塩害やウイルス病・栄養不足など様々なストレスによって遺伝子の発現がどう

変化するかを調べます。ムギについてはすべての遺伝子を明らかにする国際プロジェクトの一員として、ゲ

ノムの塩基配列を明らかにするとともに、開花を司る遺伝子や穂の形を決める遺伝子など様々な遺伝子を発

見して、新しいムギ品種を作成するための基礎研究に取り組んでいます。ソルガムは従来家畜の飼料として

利用されてきましたが、石油代替のエネルギー源として利用するために、病気に強くする遺伝子の研究が行

われています。 

図 2.　オオムギの開花の機構
矢印部分が膨潤します。

図 1.　当ユニットでは、イネと図 1.　当ユニットでは、イネと
同じ仲間の作物について、農業同じ仲間の作物について、農業
上重要な性質を司る遺伝子の解上重要な性質を司る遺伝子の解
析を行っています。析を行っています。

図 3.　病気にかかったソルガム
収量が低下するため、病気に強い品種が求められます。
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昆虫ゲノム研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

作物害虫のゲノム解読 及び 
広範な農業害虫ゲノムデータベースの開発
所在地　大わし地区（つくば地区）

害虫防除は農作物の安定供給に重要な要素の一つです。昆虫ゲノム研究ユニットでは、効率的でしかも

環境に優しい害虫防除法の開発に貢献するために以下の研究を行っています。 農業害虫の多くを占める鱗翅

目昆虫のモデル生物としてカイコのゲノム情報の解読、発現遺伝子情報の獲得を進めゲノムデータベース 

KAIKObase を構築し、世界中に情報発信しています。カイコの成果を元にアブラナ科野菜の重要害虫である

コナガ等において、害虫のコントロールに重要な遺伝子の探索を進めています。また、イネの重要害虫であ

るトビイロウンカのゲノム解析を通じて殺虫剤への抵抗性に関わる遺伝子を調べ、抵抗性が起きにくい殺虫

剤の開発に貢献していきます。

　多くの昆虫研究者が広範な農業害虫のゲノム情報を一元的に利用できるように、大量の情報を収集し高速

処理ができ、且つ分かりやすく使いやすい「農業害虫ゲノムデータベース」の構築に取り組みます。

図 2.　カイコ統合データベース KAIKObase
カイコの全染色体のゲノム塩基配列、予測遺伝子、地図情報が得られる。また、キーワード検索、
BLAST 検索により興味のある領域を調べる事ができます。（http://sgp.dna.affrc.go.jp/KAIKObase/）
（左）トップ画面。（右）染色体の物理地図と遺伝地図。

イネの世界的な重要害虫
トビイロウンカ

アブラナ科野菜の重要害虫コナガ
左：成虫　右：幼虫

図 1.　当ユニットで研究に用いている昆虫の一部
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家畜ゲノム研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

家畜ゲノムデータベースの整備 及び
家畜の改良に有用な遺伝子の解析
所在地　池の台地区 及び 大わし地区（つくば地区）

家畜ゲノム研究ユニットでは、「高品質で安心かつ安全な家畜生産」に貢献するため、ゲノムリソースを

充実させ、それらの情報発信を行っています。これまでに 1万個以上の発現遺伝子（完全長 cDNA）を解読

するとともに、世界各国と共同でブタのゲノム解読を行いました。また遺伝子多型を利用した品種や個体の

識別法を開発し、椎骨数や肉色を支配する遺伝子を解明しました。

　 現在、ブタなどの家畜において、遺伝子情報や多型情報のさらなる充実を図っています。また遺伝子多

型と各種形質との関連性をより効率的に解析する手法を開発します。ゲノム情報を有効活用し、肉質、成長、

抗病性、繁殖性などに関わる多くの遺伝子の解明を目指しています。

　ゲノム情報を有効利用することにより、様々な遺伝子マーカーが開発されます。肉質、生産性、抗病性な

どを対象とした育種改良が迅速化されるとともに、遺伝子多型に基づいた生産管理により、多様なニーズに

応える生産物の供給も可能となります。

図 1.　ゲノム解読から遺伝子の多型判定まで
ほ乳類の細胞の中には染色体（ゲノムDNA）があり、
約 2万 5千の遺伝子が位置しています。それらを解
読し、個体差の原因となる遺伝子多型を明らかにす
ることにより、遺伝子マーカーを開発します。

図 2.　ブタの発現遺伝子データベース PEDE
ブタの「完全長 cDNA ライブラリー」を用いた解析
により得られた情報を公開するためのデータベース
です。配列情報だけでなく、cDNA クローンの配布
も行っています。（http://pede.dna.affrc.go.jp/）

図 3.　様々な脂肪含量を示すロース肉
ヘルシー指向で脂肪分の少ない豚肉、霜降りで風
味豊かな豚肉など、消費者ニーズは多様化してい
ます。遺伝子マーカーを利用して、効率よくこれ
らの豚肉を生産することが可能となります。

図 4.　ブタの椎骨数
他の動物種と異なり、ブタの椎骨数（胸椎 +腰椎）に
は多様性があります。当ユニットでは、ブタの椎骨数
を支配する 2つの遺伝子（NR6A1、VRTNを支配する 2つの遺伝子（NR6A1、VRTNを支配する 2つの遺伝子（ ）を明らかにNR6A1、VRTN）を明らかにNR6A1、VRTN
しました。

頸椎
7

胸椎
14-16

腰椎
5-7

仙椎
4

尾椎
20-23
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イネゲノム育種研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

ゲノム情報を活用したイネの農業上重要な遺伝子の解析 及び
新しい育種法の開発
所在地　本部地区 及び 農環研地区（つくば地区）

世界各地に分布するイネには、さまざまな性質の違い（自然変異）が見られ、その一部は品種改良（育種）

に利用されてきました。自然変異はイネの染色体セット（ゲノム）に存在する多数の遺伝子の働きによって

決められています。しかし、その詳しい仕組みはわかっておらず、イネの育種において必ずしも最大限に利

用できていません。

　イネゲノム育種研究ユニットでは、日々蓄積されるイネのゲノムに関する情報や技術を活用して、さまざ

まなイネのもつ有用な自然変異を効率的に探し、それに関わる多数の遺伝子とその働きを明らかにします。

また、それらを用いて品種改良に役立つ新しい素材の開発や、より効率的な育種の方法に関する研究を行い

ます。このような研究を通じて、イネの持つ遺伝情報を品種改良に活用するための一貫した道筋の確立を目

指します。

図 3.　穂発芽耐性に関係する複数の遺伝子座を見出し、そのうちの一つ（Sdr4図 3.　穂発芽耐性に関係する複数の遺伝子座を見出し、そのうちの一つ（Sdr4図 3.　穂発芽耐性に関係する複数の遺伝子座を見出し、そのうちの一つ（ ）はSdr4）はSdr4
種子の成熟や休眠の遺伝子ネットワークに関わる重要な遺伝子であることを明らかにしました。

図 1.　おいしくて病気に強い新品種「ともほなみ」
コシヒカリ（左）ではいもち病の被害が大きく穂が出な
い状況でも、pi21 遺伝子を導入した良食味品種「とも
ほなみ」（右）では、被害は軽く、穂が正常に出ています。

図 2.　自然変異に関わるイネ遺伝子の機能を明らか
にするための遺伝子組換え実験
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ダイズゲノム育種研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

ダイズの農業上重要な遺伝子の解析 及び 効率的な育種法の開発
所在地　本部地区（つくば地区）

ダイズは良質なタンパク質や脂質に富み、食料や飼料、食品素材、工業原料、またエネルギー源として利

用され、世界的に最も重要な双子葉植物の 1つです。ダイズゲノム育種研究ユニットでは、イネ科作物に次

ぐターゲットとしてダイズを位置づけ、ゲノム研究を推進しています。具体的には国産ダイズを対象にして、

1）ゲノム配列解読と比較によるDNAマーカーの開発、2）遺伝解析用の各種実験リソースの開発、3）これ

らを活用した開花期、病虫害抵抗性、収量性等に関わる有用遺伝子座の検出と単離・同定を行います。また、

これらゲノム関連情報を育種現場で活用するため、データベースを構築・運用するとともに、収量性等の複

雑形質を改良するための次世代育種法の開発に取り組んでいます。

図 2.　開花期の異なるダイズ系統
開花期は早生や晩生といった適応性に関与す
るばかりでなく、草型や収量性にも大きく影
響します。開花期関連遺伝子のなかには写真
で示したように登熟期間に関与するものも存
在します。

図 1.　DAIZUbase
連鎖地図と物理地図を統合したデータベー
ス DAIZUbase を作成しています。連鎖地
図と対応する領域に位置づけられた BAC
クローンを示したり、DNA マーカー、完
全長 cDNA 情報、塩基配列情報などが分か
るようになっています。
（http://daizu.dna.affrc.go.jp/

；2011 年末公開予定）
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ゲノム機能改変研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

作物の重要遺伝子を効率的に改変する技術の開発
所在地　農環研地区（つくば地区）

突然変異系統は、遺伝子の働きを調べるに研究において、さらには品種改良の素材として、重要なゲノム

リソースです。しかしながら、突然変異はランダムに生じるため、標的とする遺伝子が壊れた植物体が得ら

れる保証はありません。また、標的とする遺伝子の特定の塩基配列が改変された突然変異系統を得ることは

さらに困難です。突然変異は、障害を受けた遺伝子の修復過程におけるエラーによって起こると考えられて

います。そこで植物の遺伝子の修復機構についての理解を進め、標的遺伝子の効率的な破壊・改変技術の開

発に取り組みます。また目的の遺伝子の発現を高めたり、抑えたりすることも、遺伝子の働きを調べる重要

な手段です。そこで目的遺伝子を効率的に植物細胞に導入し、発現させる技術を開発します。さらに、交配

育種においては両親由来の遺伝子が混ぜ合わされ、新しい組み合わせのゲノムができますが、その過程を制

御する仕組みを調べ、理想的な構成のゲノムを効率良く作出する技術を開発します。

図 1.　標的遺伝子改変技術を利用した分子育種法

図 2.　標的遺伝子改変による除草剤耐性イネの作出
除草剤を含む培地上で生育するイネ培養細胞。
再分化した植物体の除草剤感受性（右）。左は除草剤感
受性の原系統のイネ。2箇所の変異の導入のみで除草
剤耐性を付与。
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生体分子研究ユニット

農業生物先端ゲノム研究センター

立体構造を介したタンパク質の機能改変技術の開発
所在地　本部地区（つくば地区）

生物は、遺伝子が作り出す何万種類ものタンパク質を中心とした、数多くの生体分子で構成されます。生

体分子は、他のタンパク質や核酸、糖、ホルモンなどと相互作用することで機能を発揮します。相互作用は

生体分子の形（立体構造）で決まるため、生体分子の形を調べることは、それらの働きの理解に役立ちます。

　生体分子研究ユニットでは、農業上重要なタンパク質などの生体分子について、立体構造と機能を解明し

ます。タンパク質などに結合して機能を制御する化合物を、立体構造に基づいてコンピュータ検索を行い、

農薬開発などへの応用に役立てます。また、生物の成長に伴って変化する生体分子の種類や量を明らかにす

るために、いつ、どこで、どのような生体分子が働いているのかを明らかにし、生命現象の理解を深めます。

図 1.　当ユニットでは、さまざまな分析装置を利用し、タンパク質の構造と機能を解析しています。

X線結晶構造解析

X線回折装置

X線回折像

結晶から得られた
タンパク質の立体構造

核磁気共鳴（NMR）法

NMR分光計

NMRスペクトル

溶液から得られた
タンパク質の立体構造

質量分析

2次元電気泳動

質量分析計

プロテオームデータ
ベース
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遺伝子組換え技術を用いた
新産業・新需要の創出につながる研究開発

農業生物の潜在能力を最大限に引き出すアプローチとして、遺伝子組換え技術には大きな期待がかけられ

ています。遺伝子組換え研究センターでは、遺伝子組換え等の先端技術を、植物（イネ）、昆虫（カイコ等）、

動物（ブタ）に用いて、農業分野や医療分野での新産業・新需要の創出につながる研究開発を推進します。

具体的には、植物においては、イネのいもち病等重要病害に対する抵抗性品種の開発を進めるとともに、ス

ギ花粉症治療米の非臨床試験及び臨床試験に取り組みます。昆虫においては、カイコを用いたヒト・動物用

医薬品の開発やシルクタンパク質を用いた医療用素材の開発に取り組みます。また動物においては、高度免

疫不全、病態モデル等の遺伝子組換えブタ等の開発を進めます。

研究ユニット

■ 遺伝子組換え研究推進室
遺伝子組換え生物の研究開発に関わる各種法令へ
の対応や、行政機関との連絡調整を行います。

■ 機能性作物研究開発ユニット
健康機能性成分や医薬品成分等の有用物質の高度
産生系と、これらを産生させた新機能作物の開発を
行います。 

■ 耐病性作物研究開発ユニット
主にイネを材料として、病害抵抗性機構を分子レベ
ルで解明し、遺伝子組換えによって病害抵抗性作物
を開発する研究を行います。

■ 遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット
遺伝子組換えカイコを用いて、遺伝子機能解析から
有用物質生産技術開発まで幅広い研究開発を行い
ます。

■ 医用モデルブタ研究開発ユニット
高度免疫不全、病態モデル等の遺伝子組換えブタに
ついて、実用化に向けた研究開発を行います。  

■ 新機能素材研究開発ユニット
シルクタンパク質の材料化とその利用技術の開発、
および遺伝子組換えカイコ技術や化学修飾技術に
よるシルク材料改変の研究を行います。

■ 昆虫機能研究開発ユニット
昆虫の特殊な機能を担う遺伝子やタンパク質の分
子機構を解明し、実生活において利活用を行う研究
を行っています。

遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター遺伝子組換え研究センター
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遺伝子組換え研究推進室

遺伝子組換え研究センター

遺伝子組換え生物の研究開発に関わる連絡調整
所在地　本部地区（つくば地区）

遺伝子組換え生物（イネ、カイコ、ブタ等）の研究開発において、カルタヘナ法や食品衛生法、薬事法など、

様々な法律に則った手続きが必要となります。遺伝子組換え研究推進室では、各種法令への対応や行政機関

との連絡調整を行い、開発のスピードアップを図ります。

　また遺伝子組換え生物の安全性確保のための知見集積のため、遺伝子組換えナタネから日本在来ナタネ（主

にカラシナ類）への遺伝子浸透に関する研究や、情報発信技術開発に関する研究も行います。

図 1.　花粉飛散調査
中心に非遺伝子組換えで除草剤耐性のナタネ ( 開花中の
ナタネ ) を栽培し、周囲にカラシナを栽培することで、
野外条件での花粉飛散を調査しています。

図 2.　遺伝子組換えイネの第一種使用等に先立つ一
般説明会
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機能性作物研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

健康機能性成分や医薬品成分等を含む作物の開発
所在地　農環研地区（つくば地区）

機能性作物研究開発ユニットでは、農作物の新しい利用法を開拓するため、医薬品原材料や健康機能性食

品など、付加価値の高い新しい作物の実用化に向けた研究開発をしています。

　バイオテクノロジーを利用して様々な生物の持つ機能をイネに導入し、健康機能性成分や医薬品成分等の

有用物質を産生する新機能作物を開発します。具体的には、医薬品成分を含むお米として、スギ花粉症治療

米については医薬品開発の制度に則った非臨床試験及び臨床試験に取り組み、ヒトに安全性かつ有効な医薬

品として実用化を目指します。さらに、高血圧や肥満などメタボリックシンドロームが気になる方のための

食品に向けたイネの開発を目指します。

　また、植物に有用物質を大量に蓄えるため、遺伝子発現を調節する技術や、遺伝子を高発現できる染色体

の特定の部位への遺伝子導入技術の開発、植物細胞内の物質の輸送や蓄積の制御、有用遺伝子産物の発現や

蓄積の際に障害となる遺伝子発現の抑制や小胞体ストレス等の解決に向けた研究を進めています。

図 1.　スギ花粉症治療米の実用化への取り組み
（a） 隔離ほ場栽培、（b）実用化スキーム

図 2.　植物に有用物質を大量に蓄えるための戦略

（a） （b）
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耐病性作物研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

病害抵抗性機構の解明 及び
遺伝子組換え等による病害抵抗性作物の開発
所在地　本部地区（つくば地区）

カビや細菌など、様々な病原体の感染による病気が作物の生産量を低下させます。また、それを防ぐため

に高いコストがかかっています。植物は多くの病原体に抵抗して病気になるのを防ぐ能力を潜在的にもって

いますが、それらの能力が十分に活用されない場合や病原体の感染力がそれを上回る場合に、作物は病気に

侵されてしまいます。耐病性作物研究開発ユニットでは、イネのいもち病等、大きな被害をもたらす重要病

害において、病原体が感染しようとする際の作物の反応や潜在的な抵抗性の仕組みを分子レベルで深く解明

することを目指します。また、これらの仕組みに関わる遺伝子をはじめ、病気に対する抵抗性を高める能力

をもつ遺伝子を探索します。そして得られた知見や遺伝子をうまく活用し、主に遺伝子組換えを用いて、複

数の病気に対して強い作物等、従来の育種法では作り出すことが困難な作物を開発することを目指します。    

図 3.　イネ葉鞘細胞に侵入した
GFP 発現いもち病菌

図 1.　複合抵抗性を示すWRKY45 遺伝子過剰発現イネ

図 2.　Pb1 遺伝子による穂いもち抵抗性

いもち病抵抗性 白葉枯病抵抗性
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遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

遺伝子組換えカイコを用いた遺伝子機能解析 及び
有用物質生産技術の開発
所在地　大わし地区（つくば地区）

遺伝子組換えカイコ研究開発ユニットではこれまでに、私達が 2000 年に世界で初めて開発したカイコの

遺伝子組換え技術を活用して、基礎から応用まで幅広い研究開発を進めてきました。2008 年には、緑色蛍

光タンパク質（GFP）によって光るシルクを作ることに成功し、それを利用したドレスの試作などを企業・県・

大学との協力によって行ってきました。

　カイコの未知の遺伝子の役割を調べて応用につなげるための基礎研究を進め、生物工場として優れている

カイコを利用して検査薬や医薬品の原材料になるタンパク質を作らせたり、医薬品のスクリーニングに使え

るカイコの開発を行います。また、これまでにない高機能シルクを作るなどの応用研究を進めます。

　遺伝子組換えカイコを用いた医薬品および高機能シルクの開発を早く実用化に結びつけ、新しい産業の創

出に貢献することを目指します。

図 1.　蛍光タンパク質を作る遺伝子組換えカイコの成虫
翅などで緑色蛍光タンパク質、眼で赤色蛍光タンパク質
が光っています。未知遺伝子の発見などに用います。

図 3.　緑色蛍光タンパク質を含むシルク
を作る遺伝子組換えカイコの幼虫と繭
この技術でこれまでにないシルクを作ること
ができます。

図 4.　緑色蛍光タンパク質および赤色蛍光
タンパク質を発現させたシルクを用いて作ったド
レス（協力：㈱ユミカツラインターナショナル）

図 2.　遺伝子組換えカイコによって生産・  精製され
た緑色蛍光タンパク質
蛍光タンパク質の代わりに医薬品などを作らせることが
できます。
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医用モデルブタ研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

ブタの遺伝子組換え技術の高度化 及び
実用化を目指した遺伝子組換えブタの開発
所在地　池の台地区 及び 大わし地区（つくば地区）

ブタは生理学的、解剖学的、および遺伝学的にヒトに比較的近い動物とされています。そのため、食肉用

以外に実験動物としての利用も行われてきました。実験動物としてのブタの利用を拡大するためには、疾患

モデルに代表される有益性の高いブタを開発しなければなりません。医用モデルブタ研究開発ユニットでは、

これまで培ってきた遺伝子組換え技術と体細胞クローン技術の組み合わせによる遺伝子組換えブタの技術を

さらに高度化するとともに、実用化を目指した遺伝子組換えブタの開発を進めます。具体的には、ヒト由来

細胞の移植を可能とする免疫不全ブタ、生活習慣病等のヒト疾患モデルブタおよび発癌モデルブタ等の開発

を進めます。

図2.　遺伝子組換えブタの医療への利用

免疫欠損

遺伝子変異
疾患誘導

ヒト由来幹細胞

ヒト型臓器
ヒト型抗体

再生医療用
モデル

疾患モデル

図1.　植物遺伝子組換えクローンブタの作出法
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新機能素材研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

シルクタンパク質の利用技術の開発 及び
遺伝子組換えカイコ技術等によるシルク材料改変の技術開発
所在地　大わし地区（つくば地区）

新機能素材研究開発ユニットでは、生物素材としてシルクタンパク質に注目して、医療用分野やコスメ

ティック分野等の産業分野で利用できる新素材の開発を目的としています。カイコが作るフィブロイン・セ

リシンやスズメバチ幼虫が作るホーネットシルクに関して、それぞれのタンパク質のもつ構造や機能の解析

や、フィルム、スポンジ、樹脂などの多様な形態や物性をもつ材料への加工プロセスの開発、さらに遺伝子

組換えカイコ技術や化学修飾技術を駆使したシルクタンパク質材料への機能付加や物性改変のための技術開

発を通して、シルクタンパク質を基盤とした新機能素材の開発を行います。シルクフィブロインスポンジを

用いる軟骨再生治療用材料やエステティック用材料、セリシンやホーネットシルクのフィルムを利用する角

膜再生材料や床ずれ用創傷保護材、ラクトース修飾フィブロインによる肝細胞 3次元培養担体、クモ糸タン

パク質を含有する組換え絹糸による高強度繊維、一本鎖抗体を融合したアフィニティシルク材料、非天然ア

ミノ酸を導入したシルクタンパク質の開発を進めています。

図 2.　フィブロインスポンジ内で再生した軟
骨組織像（京都大学との共同研究）

図 1.　シルクタンパク質から作製したスポンジ、フィルム、チューブ材料

図 3.　硫酸化フィブロインの抗血液凝固活性

未添加 添加
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昆虫機能研究開発ユニット

遺伝子組換え研究センター

昆虫の特殊な機能を担う遺伝子やタンパク質の分子機構の解明
所在地　大わし地区（つくば地区）

昆虫類は 4億年という長い進化の過程で、様々な生息環境に適応する特異的な生体機能を獲得し、全地球

的規模で繁栄することに成功しました。これら昆虫類に秘められた特殊な分子機構の解明と模倣技術の開発

は、新たなバイオ産業の創出に繋がるものとして、近年注目を浴びています。

　例えば、シロアリは木材の主成分であるセルロースを効率的に分解する酵素を分泌したり、カイコやカブ

トムシの幼虫は、ウイルスや細菌などの感染から身を守る特殊な抗微生物タンパク質を発現することを我々

は発見しました。またネムリユスリカの乾燥幼虫は、長期間宇宙空間に曝しても、水を加えるだけで蘇生す

ることを宇宙ステーションを用いたロシアとの共同研究により見出しました。このような機能を担う生体高

分子は、新しい未利用の生物資源として活用することが期待できます。

　昆虫機能研究開発ユニットでは、このような昆虫特異的機能を発現する遺伝子やタンパク質の分子機構を

解明すると共に、遺伝子組換え技術を用いて有用タンパク質を大量に調製し、実生活において利活用を行う

ための研究に取り組んでいます。

図1.　当ユニットで行っている研究の概略 

乾燥

蘇生

可逆的
に変化

◆高温（100℃）、極低温（-270℃）、真空など
極限状況における分子メカニズムを解明

食品や生命保存技術に応用が期待
理科教育の教材として活用

効率的なバイオ燃料の生産技術に活用

◆セルロース分解能力の高いシロアリ由来セルラーゼ
遺伝子を解明し、遺伝子組換え技術を用いて昆虫
セルラーゼを大量調製

◆カブトムシの幼虫から、抗菌・抗微生物ペプチドを抽出・精製

畜産･医療分野における細菌感染症
治療薬や抗菌素材の開発が期待

有用酵素の機能利用研究

抗微生物タンパク質の機能利用研究

極限・乾燥耐性の機能利用研究
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生物遺伝資源を保存・管理・配布する
農業生物資源ジーンバンク事業の実施

長い農業の歴史の中で、多様な生物の中からより良い特性を持つものが選び出され、それらを用いて品種

改良が進められてきました。技術が高度化した現在でも、研究開発に用いる素材として遺伝資源の重要性は

増すばかりです。遺伝資源センターでは、生物遺伝資源を国内外から収集・受入して増殖・保存し、来歴や

特性情報を整備して、食料・農業分野の研究開発のために広く提供する農業生物資源ジーンバンク事業を実

施しています。さらに、保存遺伝資源の多様性や保存方法を研究し、確かな遺伝資源と詳細な情報の提供に

取り組むとともに、放射線照射等を用いた新しい遺伝育種素材の作出も行います。現在、植物約 21 万 5千点、

微生物約 2万 8千点、動物約 1千点の遺伝資源を保存しています。 

研究ユニット

■遺伝資源国際連携室
遺伝資源の保全と利活用を目指して、国際条約等へ
の対応や、海外の研究機関との連携・調整を行いま
す。

■ ジーンバンク事業推進室
農業生物資源ジーンバンク事業の事務局として、遺
伝資源の受入、保存、配布や遺伝資源の情報管理を
行います。  

■ 多様性活用研究ユニット
農業生物資源ジーンバンク事業の植物遺伝資源の
研究部門として、進化や栽培化によって生み出され
た植物の多様性について研究を行います。

■ 分類評価研究ユニット
農業生物資源ジーンバンク事業の微生物遺伝資源
の研究部門として、微生物遺伝資源の分類同定、特
性評価研究、現地調査を行います。

■ 保存・情報研究ユニット
農業生物資源ジーンバンク事業の動物遺伝資源部
の研究門として、遺伝資源の導入・保存を行います。
また遺伝資源の保存法と情報管理・提供についての
研究を行います。  

■ 放射線育種場
放射線等を利用して突然変異体を作り出し、有用な
実験系統や新規育種素材、さらに品種育成を行いま
す。

遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター遺伝資源センター
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遺伝資源国際連携室

遺伝資源センター

遺伝資源の保全と利活用のための国際条約等への対応 及び
海外の研究機関との連携・調整
所在地　本部地区（つくば地区）

生物多様性の保全、生物資源の持続的利用、遺伝資源の利用から得られる利益の公正・衡平な配分を目的

として 1993 年に発効した生物多様性条約（CBD）では、遺伝資源に対する原産国の主権的権利が確認され

ました。2010 年に名古屋で開催された第 10 回締約国会議では、 CBD で示された遺伝資源の利用と利益配分

を実行するために締約国が遵守する名古屋議定書が採択されました。

　このような状況を踏まえ、我が国は、名古屋議定書に対応するとともに、食料農業植物遺伝資源条約（ITPGR）

に参加するための準備を始めています。

　遺伝資源国際連携室では、遺伝資源の保全と利活用を目指して、以下の役割を担っています。

１．国際条約等に準拠した国際協力関係の構築（CBD・FAO・ITPGR 対応、JICA 研修生の受入）

２．遺伝資源に関する 2国間の連携や共同研究に向けた調整

３．国内外の研究機関と連携した探索、収集、導入、調査、評価、保存、増殖、配布の推進

図 1.　JICA「植物遺伝資源の保存と持続的利用」
集団研修コース

図 2. 　FAO国際会議への参加
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ジーンバンク事業推進室

遺伝資源センター

遺伝資源の受入・保存・配布 及び 情報管理
所在地　本部地区（つくば地区）

ジーンバンク事業推進室では、農業生物資源ジーンバンク事業の事務局として、サブバンクや関係機関と

の連携を促進し、遺伝資源の受入、保存、配布等の業務や遺伝資源の情報管理等を分担しています。

図 2.　種子配布のための出庫作業図 1.　温度 -1℃、湿度 30% に保った
種子貯蔵庫

検 索

配布申込

配 布

････････→

←････････

・種類
・品名
・来歴
・特性情報など・特性情報など

遺伝資源の提供　 
ジーンバンクでは、保存している遺伝資源（植物、微生物、動物及びDNA等）
の各種情報をインターネットを通じて公開しています。
また、これらの遺伝資源は、試験研究用（育種を含む）又は教育用に配布し
ています。
利用を希望される方は、下記Webサイトから配布の申込を行って下さい。
http://www.gene.affrc.go.jp/
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多様性活用研究ユニット

遺伝資源センター

進化や栽培化により生じた植物の多様性を解析
所在地　本部地区（つくば地区）

多様性活用研究ユニットでは、進化や栽培化によって生み出された植物の多様性を研究対象とし、多様な

遺伝資源を収集・保全するとともに、その多様性をもたらしている遺伝子を解明し、育種に活用することを

目標にしています。

　現在の研究対象は、栽培イネと野生イネ、栽培ソルガム、栽培ダイズと野生ダイズ、栽培アズキ・リョク

トウ類と野生アズキ・リョクトウ類です。

図 2. 　ソルガムの穂の多様性図 1.　イネ種子の多様性

図 3.　栽培化による野生アズキから栽培アズキへの多様化
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分類評価研究ユニット

遺伝資源センター

微生物遺伝資源の分類同定や特性評価等の実施
所在地　本部地区（つくば地区）

分類評価研究ユニットでは、農業生物資源ジーンバンク事業の微生物遺伝資源の研究部門として、分担・

協力機関とともに、微生物遺伝資源に関して分類同定、特性評価研究や、現地調査を実施しています。農作

物を侵す植物病原菌等の農業関連微生物を研究対象とし、新たな微生物遺伝資源の収集や受入も行っていま

す。微生物の分類法は研究の急速な発展に伴い、近年大きく変遷しつつありますが、ジーンバンクから配布

する微生物遺伝資源の分類学的な信頼性を高めるため、植物炭疽病菌や根頭がんしゅ病菌等の微生物につい

て分類検証を行うとともに、種の同定に有用なDNA塩基配列データを付加する等、特性情報の高度化と整備・

公開を進めています。微生物遺伝資源の安全かつ安定的な保存とともに、分類検証した微生物について順次

推奨菌株セット等を作成しユーザーの利便性の向上を目指しています。  

図 1.　植物炭疽病菌の分生子
層（針状の剛毛と鎌形の分生
子）

図 2.　植物炭疽病菌の子の
う（有性器官）

図 3.　リンゴ根頭がんしゅ病の病徴
（根に形成されたこぶ）

図 4.　納豆菌ファージの電子顕微鏡写真 図 5.　植物炭疽病菌の培養コロニー
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保存・情報研究ユニット

遺伝資源センター

動物遺伝資源の導入・保存 及び
遺伝資源の保存法と情報管理・提供の研究開発
所在地　本部地区 及び 大わし地区（つくば地区）、北杜地区

保存・情報研究ユニットでは、農業生物資源ジーンバンク事業における、家畜・家禽、昆虫などの動物遺

伝資源の研究部門として、サブバンク等と協力し遺伝資源の導入・保存を行うとともに、遺伝資源とその情

報の保存管理を研究しています。植物の種子や栄養体、動物の生殖細胞、微生物などの遺伝資源を安全・確

実に保存することはジーンバンクの重要な役割の一つであり、遺伝資源の種類に応じて最適な保存形態・保

存方法を検討し、遺伝資源の活力が失われないよう努めています。従来の技術では保存が困難な遺伝資源、

たとえば栄養繁殖性作物に対しては超低温保存法を改良するなど、より高度な保存方法を研究しています。

また、情報分野の研究部門として、来歴・特性・在庫等に関するデータベースの構築、およびインターネッ

トを通した情報公開のための研究開発を行っています。多様な保存技術を研究・開発し、貴重な遺伝資源を

次世代に引き継ぐことを目指しています。

図 1.　動物の生殖細胞の保存
-196℃の液体窒素中で生殖細胞を長期的に保存-196℃の液体窒素中で生殖細胞を長期的に保存
（右は保存容器の外観）

図 2.　植物遺伝資源検索システム（http://www.gene.affrc.go.jp/database.php）
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放射線育種場

遺伝資源センター

放射線などを利用した実験系統や新規育種素材の作出 及び
それらを用いた品種育成
所在地　常陸大宮地区

放射線育種場では、世界最大の野外照射施設、ガンマーフィールドや屋内照射施設、ガンマールームを有

し、放射線による突然変異を利用した品種改良を通じて放射線の平和利用に貢献しています。作物における

ゲノム研究の進展や新規形質を有する品種育成への要望等の背景のもとに、放射線等を利用した突然変異に

よる遺伝的多様性に着目し、有用遺伝子の探索や機能解析研究等に活用できる突然変異体を作り出し、突然

変異体リソースの構築を進めています。得られた変異体を利用して、新たな遺伝子の単離と機能解析研究を

行うとともに有用な実験系統や新規育種素材の作出を行っています。さらに、これらを利用して品種育成も

行っています。

図 1.　ガンマーフィールド外観 図 2.　放射線照射を利用して育成された水色のノアサガオ「IRBIi ライ
トブルー」（左側、右は元品種）

図 3.　放射線照射を利用して育成されたダッタンソバの新品種
（左）背が低く倒れにくいダッタンソバ「ダルマだったん」（右）黄色い観賞用のダッタンソバ「イオンの黄彩（こうさい）」
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植物の様々な営みの理解と技術開発への活用

農作物は人類の栄養源であり、またエネルギー資源としても大変重要です。世界的な人口の増加や地球環

境変動による栽培環境の変化が、深刻な食料不足をもたらすのではないかと懸念される中、低炭素社会の実

現とともに自給率の向上が求められています。これに応えるためには、植物の営みをよりよく理解すること

が欠かせません。植物科学研究領域では、植物が無機物から食糧やエネルギー資源を作る仕組みや、様々な

生育環境の変化に応答し生長する仕組み、また病原体や共生菌などの微生物と植物が相互作用する仕組みを

解き明かします。そして、植物の能力を最大限に利用し、高品質でより安全な農作物を環境に配慮しつつ生

産する、新たな技術の開発に取り組みます。 

研究ユニット

■ 植物生産生理機能研究ユニット
植物が炭素や窒素の代謝を行い物質を生産する仕
組みや、光などの外部環境に応答する仕組みについ
て研究を行っています。

■植物共生機構研究ユニット
植物が根粒菌や菌根菌と共生する仕組みについて
研究を行っています。  

■植物・微生物間相互作用研究ユニット
植物と病原微生物の相互作用について研究を行っ
ています。
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植物生産生理機能研究ユニット

植物科学研究領域

植物が炭素代謝・窒素代謝を行い物質生産を行う仕組みと
光などの外部環境に応答する仕組みの解析
所在地　本部地区 及び 農環研地区（つくば地区）

植物は、光合成で大気中の二酸化炭素を固定し、土壌から吸収した窒素を使って、私たちが利用する食糧

やエネルギー資源をつくりだします。また、さまざまな環境要因の変動に応じて、自らを外部環境に適応さ

せます。植物生産生理機能研究ユニットでは、植物の生産性と環境適応性の改良を目指し研究を行っていま

す。

　光合成による炭素同化と無機窒素の同化は植物の生産性を決める二大要因で、どちらが抑えられても生産

性は大きく低下します。これらの基本的な代謝のバランスや代謝物の流れがどのように制御されているのか、

光合成でできた炭水化物がどうやって穀粒に蓄積するのかを解析しています。

　光合成の場である葉緑体の発達には光が必要です。また、葉の厚さ、器官の分化、開花時期等の生長プロ

グラムは、光や温度、日長といった環境要因に支配されています。光を介した葉緑体の発達や器官分化の仕

組み、開花のタイミングを認知する仕組みを解析しています。 

図 1.　光合成による炭素同化と無機窒素
の同化

図 2.　玄米のアミロプラストに蓄積したデンプン
（左）共焦点顕微鏡像（右）走査型電子顕微鏡像

図4.　植物は、体内時計で時を刻むとともに、生育環境を感知して日長を認識します。
短日植物であるイネでは、日長が短くなると開花が誘導されます。

図 3.　葉緑体発達の鍵因子の過剰発現
本来葉緑体を持たない維管束（矢印）に
も葉緑体ができます。
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植物共生機構研究ユニット

植物科学研究領域

植物が根粒菌や菌根菌と共生する仕組みの解析
所在地　農環研地区（つくば地区）

植物共生機構研究ユニットでは、植物と有用土壌微生物との共生機構を研究しています。

　ダイズなどのマメ科の植物は、土中のバクテリアである根粒菌と共生します。根粒菌は大気中に豊富に存

在する窒素を、植物が利用できるアンモニアに変換して植物に与えます。植物はその見返りとして、光合成

で得た炭水化物を根粒菌に与えます。また、イネ、ダイズなど主要作物を含む陸上植物の大半は、土中のカ

ビである菌根菌と共生します。菌根菌は土中に含まれるリンなどの栄養分や水を吸収し、植物に与えます。

　我々は、このような共生のメカニズムを遺伝子・分子レベルで解明します。植物がいかにして共生を成り

立たせているか、という疑問に答えることで、共生の効率を高めることができます。

　現在の農業は天然ガスやリン鉱石などの埋蔵資源に由来する化成肥料に大きく依存しており、このような

資源が将来的に枯渇することは明らかです。植物と有用土壌微生物との共生を有効利用することで、埋蔵資

源に過度に依存せず、化成肥料が少なくてもすむような農業が実現できます。

図 3.　根粒菌が共生できない変異体
（左）は、窒素肥料が乏しい状態では生
長できません。根粒菌が共生すると、
根粒（右拡大写真）での窒素固定の効
果で植物が生長できるようになります。

図 2. 　樹枝状体
樹枝状体は菌根菌（青）が植物細胞の中で栄養の
交換をする組織です。

図1.　根粒菌（緑）が植物細胞（赤）に感染す
る様子
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植物・微生物間相互作用研究ユニット

植物科学研究領域

植物と病原微生物の相互作用の解析
所在地　本部地区（つくば地区）

カビ（糸状菌）、細菌、ウイルスなどの微生物の感染によって起こる病気は作物の収量低下の大きな原因

であり、それをいかにして防ぐかは農業上の重要な課題です。病害防除技術の開発のためには、植物や微生

物のことを深く理解することが必要です。例えば、微生物は、植物の表面構造を認識して植物体内に侵入し

たり、植物がもっている分子を利用して増殖したりします。一方、植物は、微生物が侵入してきたことを感

知して抵抗反応を発動し、ほとんどの場合感染を免れます。しかし、微生物の中には、植物の抵抗反応から

逃れる機構を備えているものもいます。このように、植物と微生物の間には様々な攻防が繰り広げられてい

ますが、そこに関わる役者やその働きについてはまだ解明されていないことがたくさんあります。植物・微

生物間相互作用研究ユニットでは、いろいろな側面から植物と微生物の相互作用を研究し、持続的な環境保

全型病害防除技術の開発に役立てることを目指しています。

図 3.　TMGMV というウイルスを
接種したトマト
当ユニットでは、元々トマトに感染
できない TMGMV（右）が変異を起
こしてトマトに感染できるようにな
る（左）機構を明らかにしました。

図 1.　当ユニットでは、植物とカビ（糸状菌）や
細菌、ウイルスの間の関係に着目して研究を行っ
ています。 図2.　いもち病菌に感染したイネ

当ユニットでは、いもち病菌がど
のようにして植物の微生物感知機
構から逃れているかを明らかにし
ました。
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昆虫の生理・生態の理解と害虫管理への応用

昆虫は、海洋を除くあらゆる環境に適応して生息し、名前がついているものだけでも 80 万種を超える、

動物の中では最も繁栄しているグループです。このように高い適応力と旺盛な繁殖力を持つため、農作物に

多大な被害を与える害虫も少なくありません。昆虫科学研究領域では、昆虫特有のホルモンやフェロモンの

働き、害虫と天敵生物の相互作用、害虫と植物・微生物の相互作用などを解明するとともに、その成果を活

用して、害虫種に特異性の高い制御剤の開発、土着天敵や耐虫性作物の利用など、環境保全型農業を推進す

るための総合的な害虫管理の新たな基盤技術開発を進めます。

研究ユニット

■昆虫成長制御研究ユニット
昆虫に特有な、脱皮・変態・生殖・休眠等の仕組み
を解明します。

■ 加害・耐虫機構研究ユニット
植物の耐虫性物質や吸汁性昆虫の吸汁メカニズム
等を解明します。

■ 昆虫相互作用研究ユニット
害虫や天敵の行動を制御するフェロモン等の化学
物質や情報伝達の仕組みを解明します。

■ 昆虫微生物機能研究ユニット
微生物と宿主昆虫の相互作用や昆虫による植物病
原ウイルス媒介機構を解明します。
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昆虫成長制御研究ユニット

昆虫科学研究領域

昆虫が脱皮・変態・生殖・休眠する仕組みの解明
所在地　大わし地区（つくば地区）

昆虫は、害虫として農作物に甚大な被害をもたらす一方で、カイコやミツバチなどは人間の生活に有用な

産物を提供しています。このため、昆虫の成長や発生・生殖を人為的にコントロールする技術の開発が、農

業生産上大変重要な課題となっています。

　昆虫成長制御研究ユニットでは、トビイロウンカ等の重要害虫や、カイコ等の有用昆虫を対象に、ゲノム

情報や生体情報を利用して、成長・発生・生殖に関わる遺伝子の特定や機能解析、およびその利用技術の開

発を行っています。特に幼若ホルモン（JH）、脱皮ホルモン、ペプチドホルモンなどの、昆虫特異的なホル

モンの作用発現に関わる遺伝子や、殺虫剤抵抗性害虫の原因遺伝子の特定と機能解明に焦点を当てて研究を

進めています。また、RNA 干渉法（RNAi）等を用いて発生・再生・休眠等に関わる遺伝子についても機能

解析を進めています。これらの研究で得られた知見を基に、新しい害虫制御技術の開発や、殺虫剤抵抗性害

虫に対抗する技術の開発を目指しています。

図 1.　カイコ JH 受容体候補遺伝子（BmMet2図 1.　カイコ JH 受容体候補遺伝子（BmMet2図 1.　カイコ JH 受容体候補遺伝子（ ）BmMet2）BmMet2
を利用した JH 剤・抗 JH 剤スクリーニング法の
開発

図 2.　チャバネアオカメムシから発見されたカメ
ムシ特異的な幼若ホルモン（JH）の化学構造
カメムシ目昆虫にだけ作用する薬剤の開発標的として
期待されます。

図 3.　カブラハバチの成虫および幼虫
における RNAi による遺伝子抑制の効果
（a）昆虫の翅（はね）、脚（あし）、触覚
や口器の形づくりに必要な Distal-less  とDistal-less  とDistal-less
いう遺伝子のはたらきを蛹のときに抑制
すると、成虫の胸脚の先端部分が失われ
ます（右）。
（b）Distal-less  遺伝子のはたらきを胚のDistal-less  遺伝子のはたらきを胚のDistal-less
ときに抑制すると、成虫のときと同じよ
うに、ふ化した幼虫の胸脚の先端部分が
失われます（右）。口器の先端にも異常
が現れます。この遺伝子がはたらいてい
ないイボ脚（腹脚）に異常は現れません。

（a） （b）
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加害・耐虫機構研究ユニット

昆虫科学研究領域

植物の耐虫性と昆虫の加害メカニズムの解明
所在地　大わし地区（つくば地区）

加害・耐虫機構研究ユニットでは、昆虫が植物を加害し、植物が昆虫に対して防御する耐虫性の要因やメ

カニズムを明らかにして、耐虫性作物の開発や害虫防除法の開発につなげるための基礎的な研究を行ってい

ます。なかでも、イネの師管から栄養液を吸汁し、吸汁害や病原の伝搬をもたらす重要な害虫であるトビイ

ロウンカとツマグロヨコバイにおいては、唾液などから加害が成立する要因となる物質を探索し、その作用

を明らかにする研究を行います。また、加害抵抗性のイネ品種から遺伝子を単離してその機能の解明を進め

ます。イネ以外の多様な植物においても、昆虫の加害、耐虫性に関わる物質や植物の仕組みと昆虫への作用

機構を明らかにする研究を行います。一方、イネの抵抗性や植物の耐虫性を打ち破って加害するウンカやヨ

コバイの系統や昆虫種が知られています。耐虫性打破機構の解明は耐虫性作物の利用や昆虫の害虫化の原因

をつきとめる上で重要な課題です。これらの研究が、低コストで環境負荷の少ない持続的農業技術の一環に

貢献することを目指しています。

図 2.　2 万種を越える植物種が、傷口から乳液（白い液）を分泌しますが、乳液中には種々の耐虫性
2次代謝物質が含まれます。例えば、クワの葉が出す乳液（図中矢印）には昆虫の糖代謝・糖消化を
阻害して昆虫の成長を阻害するD-AB1 や DNAなどの糖類似アルカロイドやキチンに結合して昆虫の
成長を低濃度で阻害する新規耐虫性タンパク質MLX56 が含まれています。

図 1.　トビイロウンカとイネ間に電気回路を作って微弱な電流を流し、吸汁行動に伴う電流変動を測
定すると、吸汁過程の各段階により異なる波形が得られます。抵抗性遺伝子を持つイネと持たない感
受性イネの品種を使ってこの記録を行うと、抵抗性イネでは吸汁波形が得られないことがわかります。
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昆虫相互作用研究ユニット

昆虫科学研究領域

害虫や天敵の行動を制御する仕組みの解明
所在地　大わし地区（つくば地区）

農業生態系では、多くの害虫や天敵、およびただの虫が、食う食われるの関係、餌や生息場所などの資源

をめぐる競争、あるいは子孫を残すための配偶者探索など、さまざまな相互作用を通じて生存しています。

これらは昆虫が生きていくために必要不可欠な相互作用ですが、逆にこれらの関係を利用することで農業害

虫を防除することも可能になります。

　昆虫相互作用研究ユニットでは、昆虫の行動や種間相互作用について、情報化学物質や行動制御物質など

を手がかりとして解析を行うとともに、種や個体の系統解析に必要な遺伝子マーカーの開発を進め、それら

の結果を農業害虫の新たな防除法の開発に利用するための基礎研究を行っています。   

図 1.　性フェロモントラップに誘引されるケブカア
カチャコガネ

図 2.　ミナミキイロアザミウマを捕食するナミヒメ
ハナカメムシ

図 3.　ヤナギの枝をかじるゴマダラカミキリ
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昆虫微生物機能研究ユニット

昆虫科学研究領域

昆虫と微生物の相互作用と
昆虫が植物病原ウィルスを媒介する仕組みの解明
所在地　大わし地区（つくば地区）

地球上でもっとも種類の多い動物である昆虫にはいろいろな微生物が感染していて、宿主昆虫や昆虫の寄

主生物に様々な影響を及ぼします。  

　昆虫微生物機能研究ユニットでは、微生物由来殺虫剤として利用される Bt 毒素などに対する害虫抵抗性

の機構を調べています。吸汁性昆虫は植物病原ウイルスを媒介することから、昆虫でのウイルス増殖を抑え

るために必要な昆虫側の因子を探索しています。また、卵を通じて子どもに伝わる共生細菌は、宿主昆虫の

性決定や生殖システムを巧妙に操作しており、この仕組みを解析して人為的に利用できるようになれば害虫

の個体数を制御することも期待できます。

　このように、昆虫にかかわるウイルスを含む微生物の働きを解明し、それらの機能を利用して害虫被害を

軽減したり、昆虫が媒介する農作物の病気を防ぐことを目指します。

図 1.　トビイロウンカの唾液腺で増殖するウイルス
（a）イネの害虫トビイロウンカ
（b）唾液腺のウイルス増殖部位（橙色）
（c）唾液腺ウイルス増殖部位の電子顕微鏡観察像

（a） （b）

（c）（c）

唾液腺は頭胸部にあり、
吸汁の際に植物に唾液
が排出されます

図 3.　共生細菌ボルバキア菌数の抑制による生殖器官の
異常
キタキチョウではボルバキアがオスをメスに性転換します。
幼虫期に抗生物質で菌数を抑えると不完全転換となり、卵
巣と精巣を同時にもつ間性個体を生じます。

（a）正常オス、（b）正常メス、（c）間性個体

図 2.　昆虫ポックスウイルスに感染して白化・生
育不良となったドウガネブイブイ幼虫（左）（右
は健全幼虫）
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家畜の生産性向上や家畜の健康を守るための研究開発

畜産物は、人にとって必要不可欠なアミノ酸をバランス良くかつ豊富に含む食品です。動物科学研究領域

では、この良質な動物性タンパク質を、皆さんの食卓に十分にまた納得できる価格で届けるため、家畜等の

生産性を高める研究を行っています。具体的には、精子や卵子の元になる生殖細胞や、多能性幹細胞に関す

る研究を行い、家畜の新しい改良・増殖技術の開発に取り組んでいます。また、家畜が光や温度、育成環境

などのストレスに反応する仕組みや、脳や卵巣・子宮等が家畜の繁殖性を調節する仕組み、家畜が病原体な

どから身を守るために働く免疫などの生体防御の仕組みについて研究し、家畜をより効率的、健康的に生産、

飼育するための技術開発を進めています。

研究ユニット

■ 動物発生分化研究ユニット
家畜等を対象に、精子や卵子の元になる生殖細胞
や、多能性幹細胞に関する研究を行っています。 

■ 動物生産生理機能研究ユニット
家畜が光や温度、育成環境などのストレスを感じ反
応する仕組みや、脳や卵巣・子宮等が家畜の繁殖性
を調節する仕組みについて研究しています。

■ 動物生体防御研究ユニット
家畜の免疫応答の分子機構の解明や新しい培養モ
デル系の開発を行っています。
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動物発生分化研究ユニット

動物科学研究領域

家畜の生殖細胞や多能性幹細胞に関する技術開発
所在地　本部地区 及び 池の台地区（つくば地区）

優良な形質を持った家畜や家きんを短期間に作出し増やすためには、家畜等のゲノム情報を有効に活用し

た、新たな改良・増殖技術を開発する必要があります。そこで、動物発生分化研究ユニットでは、家畜や家

きんの精子や卵子の元になる生殖細胞を有効利用するための研究を行っています。既に、子ブタの精巣に含

まれる精子の元になる未熟な生殖細胞を特殊なマウスの皮下に移植して、正常な精子を形成させる方法を開

発し、得られた精子に由来する子ブタの生産に成功しています。この手法と超低温保存法とを組合せ、実用

的な生殖細胞利用技術の開発を目指しています。また、家畜の胚や生殖細胞を起源とする多能性幹細胞（万

能細胞）の樹立・培養法とその利用に関する研究を行っています。ヒトでは iPS 細胞等の多能性幹細胞の研

究が盛んですが、家畜での研究は遅れているのが現状です。私たちは、家畜の多能性幹細胞を樹立する手法

を確立しており、得られた幹細胞を利用した生殖細胞誘導法の確立や、クローン家畜作出への応用を目指し

ています。

図 1.　マウス皮下に移植して成熟誘導した精子に由
来する子ブタ

図 2.　ウシ胚から樹立した多能性幹細胞コロニーの
形態

図 3. 　始原生殖細胞を利用したニワトリ初期胚生殖
巣へのGFP 遺伝子の導入と発現
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動物生産生理機能研究ユニット

動物科学研究領域

家畜の生理機能を高め生産性を向上させる技術開発
所在地　池の台地区（つくば地区）

肉や牛乳等の畜産物の品質や収量を高めていくためには、家畜をできるだけストレスがかからない環境で

育て、効率的に子供を産ませていかなければなりません。

　動物生産生理機能研究ユニットでは、ストレスや繁殖に関わる家畜の体の仕組み（生理機能）を明らかに

するために、1）家畜が感じているストレスや快感の度合いを客観的に評価する手法の開発、2）光や温度、

育成環境がストレス反応におよぼす影響の解析、3）栄養状態や雄の刺激（フェロモン）等、生体内外の環

境の変化に応じて卵子の発育や排卵を調節する脳の仕組みの解析、4）卵巣の形態や機能が周期的に変化す

る仕組みの解析、5）受精した卵子が着床し胎盤が形成されていく過程と胎盤機能の解析等を行っています。

　これらの研究を通じて得られた知見は、家畜の生理機能を高め生産性を向上させる技術開発のための基盤

となります。

図 1.　妊娠 65 日齢の牛胎子と胎盤
牛の受精卵（直径 0.3mm）は母親の子
宮に着床し、およそ 280 日で体重 30kg
にまで発育して生まれてきます。この胎
子の劇的な成長を仲立ちしているのが胎
盤です。当ユニットでは、胎子の健全な
発育を促進するため、牛を用いて着床や
胎盤機能の解明に取り組んでいます。

体
の
仕
組
み
を

    
考
え
れ
ば

図 2.　山羊の子供
山羊は牛と同じ反芻家畜の仲間です。牛
に較べ体が小さく、性格も穏和で扱いや
すいため、反芻家畜の生理機能を研究す
るための恰好のモデル動物となっていま
す。当ユニットでは、山羊を使って繁殖
機能を調節する脳の仕組みを明らかにす
るための研究を行っています。

新
し
い
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と
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見
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く
る
！
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て
く
る
！



42

動物生体防御研究ユニット

動物科学研究領域

家畜の免疫応答の分子機構の解明 及び 新しい培養モデル系の開発
所在地　大わし地区 及び 池の台地区（つくば地区）

動物生体防御研究ユニットでは、家畜の抗病性を高めるための基礎的研究として、自然免疫に重要な役割

を果たすマクロファージ系細胞を中心に不死化細胞株の作出や、サイトカイン産生・放出などに関わるシグ

ナル伝達機構について細胞および分子レベルでの解明を目指しています。また、ブタの病原体に対する感染

抵抗性の個体差を明らかにするために、特定のパターン認識受容体の遺伝子型の変異とそれらの機能的な違

いとの関連性について調べています。さらに、化学物質の刺激性や毒性評価など動物を使った実験を代替す

るため、コラーゲンビトリゲル（高密度コラーゲン線維）膜を利用した新しい培養モデルの開発を進めてい

ます。

図 2.　動物実験に替わる新しい培養モデル型の開発
コラーゲンビトリゲル膜の片面あるいは両面にヒトの細胞を立体的に培養して、生体内器官の構造を反映した培養モデルを構
築します。動物実験に替わって培養モデルを利用して、化学物質の薬効や毒性を評価する培養システムを開発します。

受容体

遺伝子発現

サイトカイン
などの産生

シグナル伝達

細胞外への放出
（生体防御機能を調節）

病原体から
のシグナル

受容体遺伝子の
多型解析

図 1.　家畜の抗病性向上を目指した免疫細胞の刺激応答機構の解明
病原体による感染は免疫系細胞の表面にある受容体によって感知されます。その情報は細胞内の伝達経路を介して核内の遺伝
子発現を誘導し、特定のサイトカインの産生や放出などの免疫応答が起こります。
受容体には抗病性に影響を与える様々な多型が存在することも知られています。
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国際的な研究活動の推進国際的な研究活動の推進

農業生物資源研究所は、海外研究機関との積極的な研究交流、情報交換、研究者の交流の推進を当研究所
の担うべき課題の一つであると位置づけ、積極的な取り組みを進めています。

◆国際的な共同研究や研究者の交流
イネゲノム研究等の研究成果を基盤として、13 ヶ国、16 機関の海外の研究機関と共同研究覚書（MOU）

を締結し、研究交流・共同研究を進めています。また、国際協力機構（JICA）などと協力し専門家を海外へ
派遣するとともに、研修生を受け入れています。

MOU締結機関は以下の通りです（平成 25 年 3月現在）。
■ ライプニッツ植物遺伝作物学研究所（IPK）、ドイツ
■ 農村振興庁 農業生命工学研究院、韓国
■ 豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO）、オーストラリア
■ 科学アカデミー生物学センター（BCAS）、チェコ
■ 国際熱帯農業センター（CIAT）
■ タミル ナドゥ農業大学、インド
■ カンボジア農業開発研究所（CARDI）、カンボジア
■ カセサート大学、タイ
■ 国際大麦ゲノム解析コンソーシアム（IBSC）
■ 西南大学、中国
■ 中国科学院遺伝発育生物学研究所（IGDB）、中国
■ ケニア農業研究所（KARI）、ケニア
■ メキシコ国立農牧林研究所（INIFAP）、メキシコ
■  ベトナム農業科学アカデミー 植物資源センター（VAAS）、
ベトナム

■ 国立農林業研究所（NAFRI）、ラオス
■ 外国企業

◆国際シンポジウム・国際ワークショップの開催
ゲノムリソース等の研究開発資源を有効活用し、中核となって関連国際研究機関や研究者との連携を強化

するため、当研究所は主催または共催により、多くの国際会議を開催しています。

IPK とのMOU締結

JICA 研修生の受入

「イネアノテーション会議」
平成 23 年 11 月 26 日～ 29 日に台湾で開催された、第 10
回国際イネ機能ゲノムシンポジウムのサテライト会議とし
て行われました。

「カイコゲノムシンポジウムとアノテーションワーク
ショップ」
平成 22年 11 月 9日～ 11 日
開催場所：つくば　　主催：農業生物資源研究所
共催：東京大学、蚕糸学会、進化学会、農芸化学会
　　　井上科学振興財団、大日本蚕糸学会
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　広報活動　広報活動

農業生物資源研究所の活動をより多くの皆様に理解していただくために、施設の公開や様々なイベントを
行うとともに、研究所ホームページ等を通じたタイムリーな情報発信につとめています。

◆ホームページ及び出版物による情報発信
　当研究所のホームページ（http://www.
nias.affrc.go.jp/）では、研究開発の最新ト
ピックスや、プレスリリース、イベント案
内などの情報をタイムリーにお伝えしてい
ます。また、当研究所の活動を紹介する『農
業生物資源研究所ニュース』を年 4回発行
しています。また、随時メールマガジンや
ツイッターによる情報発信も行っています
（メールマガジンの配信申込は随時受け付
けています）。

◆イベント・展示など
一般公開
毎年 4月の科学技術週間に、研究所の一般公開を実施してい

ます。一般公開では研究紹介をはじめ、DNA抽出実験などの体
験やミニ講演会を行っています。

NIAS オープンカレッジ
　秋から冬にかけて、期間中毎週 1回（全 15 回）、当研究所の
最新の研究内容について紹介する『NIAS オープンカレッジ』を
開催しています。オープンカレッジでは、参加者の方々との意
見交換も積極的に行っています。

遺伝子組換え農作物の展示栽培
　遺伝子組換え農作物の研究開発は、当研究所の重要なテーマ
の一つです。見学者の方に遺伝子組換え農作物の実物に触れて
いただきながら、遺伝子組換え技術について科学的、客観的な
情報を提供するとともに、研究者らとの双方向のコミュニケー
ションをとる場として、遺伝子組換え農作物の展示栽培を行っ
ています。

　この他にも、つくば市内にある『食と農の科学館』（ホームペー
ジ : http://trg.affrc.go.jp/）での常設展示や、施設見学の受入、各
種講演会等への講師派遣を行っています。

NIAS オープンカレッジの様子

遺伝子組換え農作物の展示栽培の様子

当研究所ホームページのトップ画面（左）
と農業生物資源研究所ニュース（右）

一般公開の様子
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所在地・交通案内所在地・交通案内　─つくば地区─

つくバス「南部シャトル」に乗車
→「牧園中央」下車
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─北杜地区 及び 常陸大宮地区─
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国立研究開発法人　農業生物資源研究所国立研究開発法人　農業生物資源研究所国立研究開発法人　農業生物資源研究所

＊お問い合わせ窓口＊

当研究所へのご意見、ご質問等を、ホームページと電子メール、電話、FAXで承っております。

電話・FAXでのお問い合わせ

ホームページ: 　http://www.nias.affrc.go.jp/inquiry/
E-mail:　www@nias.affrc.go.jp

研究内容
　→広報室　TEL: 029-838-8469　FAX: 029-838-8465
見学・視察、取材、技術相談 
　→広報室　 TEL: 029-838-8469　 FAX: 029-838-8465
（見学・視察をご希望される方は、事前にホームページか FAX でご予約をお願いします ）
知的所有権
　→知的財産室　 TEL:  029-838-7138 　 FAX: 029-838-8463 
共同研究、分析・鑑定等
　→研究企画調整室（研究推進チーム）　 TEL:  029-838-7435 　FAX: 029-838-7408
生物遺伝資源及びゲノムリソース等の配布
　→ジーンバンク事業推進室　 TEL:  029-838-7467 　 FAX:  029-838-7054
（生物遺伝資源の配布手続きに関するお問い合わせや農業生物資源ジーンバンクに関する
その他のお問い合わせは、ホームページにある専用フォームまたはFAXをご利用ください）
依頼照射
　→ 放射線育種場(常陸大宮地区庶務チーム)　 TEL: 0295-52-1138 　 FAX: 0295-53-1075
法定公開情報、その他
　→庶務室  TEL: 029-838-7406

生物研生物研
国立研究開発法人
農業生物資源研究所
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