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6.�連携研究����                    

〔平成 14年度〕2002 年度
研究課題 研究代表者 相手方機関等

ラット受精卵の凍結保存率向上のための技術

開発

リソース基盤開発部

部長　小幡　裕一

実験動物中央研究所　　　　

日置　恭司　室長
野生マウス生物機能遺伝子変異の探索と系統

育成

リソース基盤開発部

部長　小幡　裕一

福山大学

山口　泰典　教授
野生由来染色体を導入したコンソミックマウ

ス系統群の開発

リソース基盤開発部

部長　小幡　裕一

東京都臨床医学総合研究所

多屋　長治　主任研究員
シロイヌナズナの新たな培養細胞系樹立のた

めの技術開発

実験植物開発室

室長　小林　正智

筑波大学

鎌田　博　教授
SASSC 保蔵野生株シロイヌナズナ種子の生産・

保存法に関する研究

実験植物開発室

室長　小林　正智

宮城教育大学

後藤　伸治　教授
BRC で生産した種子のスクリーニングによる

品質評価

実験植物開発室

室長　小林　正智

神戸大学

鳴坂　義弘　助手
マウス胚性幹細胞（Embryonic stem cell）の

凍結保存技術の開発

細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

石渡産婦人科病院

石渡　勇　院長
マウスの良質な胚盤胞の作成とその凍結保存

に関する技術開発

細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

石渡産婦人科病院

石渡　勇　院長
マウス卵巣・精巣の凍結保存に関する研究 細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

石渡産婦人科病院

石渡　勇　院長
細胞及び組織材料の整備技術に関する研究 細胞材料開発室

室長　大野 　忠夫

筑波大学臨床医学系泌尿器科

河合　弘二　講師
分化度の異なるヒト脳腫瘍組織の培養とたん

ぱく質発現の研究

細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

筑波大学臨床医学系脳神経外科

坪井　康次　講師
ヒト子宮癌・卵巣癌細胞の整備技術の開発に

関する研究

細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

筑波大学臨床医学系産婦人科

沖　明典　講師
ヒトHLA 組織適合性抗原遺伝子群の発現ベク

タークローンの作成開発

遺伝子材料開発室

室長　横山　和尚

愛知県がんセンター

赤塚　美樹　主任研究員
高品質完全長 cDNAライブラリーの作成開発 遺伝子材料開発室

室長　横山　和尚

大阪大学微生物病研究所

野島　博　教授

7. 民間等との共同研究

〔平成 14年度〕2002 年度
研究課題 研究代表者 相手方機関等

シロイヌナズナタグラインのメタボロ－ム解

析

実験植物開発室

室長　小林　正智

千葉大学

斎藤　和季　教授
遺伝子導入による植物の草姿の制御技術に関

する研究

実験植物開発室

室長　小林　正智

農業生物資源研究所

田中　宥治　室長
哺乳類胚発生の遺伝学的解析 動物変異動態解析技術

開発チーム

チームリーダー　

阿部　訓也

熊本大学
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オリゴ糖の合成に関する環境ストレス耐性に

関わるシロイヌナズナの機能解析

植物分子生物学研究室

主任研究員　篠崎　一雄

味の素㈱

大住　千栄子　研究員
環境ストレス耐性に関わるシロイヌナズナの

機能解析

植物分子生物学研究室

主任研究員　篠崎　一雄

日立製作所

吉羽　洋周　研究員
環境ストレス応答、耐性に関する遺伝子の機

能とバイオテクノロジーへの反応

植物分子生物学研究室

主任研究員　篠崎　一雄

コンポン研究所

明賀　史純　研究員

8. 受託研究

〔平成 14年度〕2002 年度
研究課題 研究代表者 委託者

ゲノムと機能 遺伝工学基盤技術室　

室長　小倉　淳郎

科学技術振興事業団

疾患モデル動物の開発及び保存のための高度発

生工学技術の確立

遺伝工学基盤技術室　

室長　小倉　淳郎

官民型ヒューマンサイエン

ス振興財団
植物のホルモン、アブシジン酸の合成解析の制

御及びシグナル受容機構の解析とバイオテクノ

ロジーへの反応

植物分子生物学研究室

主任研究員　篠崎　一雄

生物系特定産業技術研究推

進機構

植物特異的な転写因子機能ネットワーク 植物分子生物学研究室

主任研究員　篠崎　一雄

科学技術振興事業団

9. 科学研究費補助金

〔平成 14年度〕2002 年度

文部科学省科学技術総合研究委託費
研究代表者 研究課題 研究分担者

細胞材料開発室

室長　大野　忠夫

・生体外細胞操作と細胞外環境設定による

組織工学

・腫瘍制御を指標とした人工免疫組織形成

の開発

・研究運営

─

大野　忠夫（細胞材料開発室）

大野　忠夫（細胞材料開発室）
遺伝子材料開発室

室長　横山　和尚

・組換えウイルス・コアバンクの創設とそ

　　の高度利用のための基盤技術に関する

　　研究

・組換えウイルス資源の開発と保存及びそ

　　の安定性に関する研究

・組換えウイルスの変異検出法の開発に関

　　する研究

・研究運営

─

村田　武英（遺伝子材料開発室）

横山　和尚（遺伝子材料開発室）

横山　和尚（遺伝子材料開発室）
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国立水俣病研究所

教授　桑名　貴

・生殖系列細胞を用いた希少動物種の維持、

　　増殖法の開発に関する基盤研究

・マウス生殖幹細胞の成立機構に関する遺

　　伝子解析

─

阿部　訓也

（動物変異動態解析技術開発チーム）
国立遺伝学研究所

教授　城石　俊彦

・マウス遺伝子多型情報に基づいた遺伝子

　　機能解析システムの開発

・日本産亜種マウス由来MSM系統の BAC

　　ライブラリーの構築

─

阿部　訓也（動物変異動態解析技術

開発チーム）
植物分子生物学研究室

主任研究員　

篠崎　一雄

・植物の環境応答と形態形成の相互ネット

ワークに関する研究

・環境応答のシグナル伝達と成長制御

・研究運営

─

篠崎　一雄（植物分子生物学研究室）

篠崎　一雄（植物分子生物学研究室）

文部科学省科学研究費補助金〔特定領域研究〕
研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
（A）（2） 小幡　裕一 リソース基盤開発部

部長

がん患者の抗体を用いた発現クローニング法

（ＳＥＲＥＸ）によるがん抗原の同定
（A）（1） 小幡　裕一 リソース基盤開発部　

部長

遺伝子操作動物の開発・維持と応用研究推進

委員会
（A）（1） 小幡　裕一 リソース基盤開発部　

部長

がん研究に要する研究資材の開発と保存のた

めの委員会
（A）（2） 横山　和尚 遺伝子材料開発室　

室長

胚性腫瘍細胞の分化誘導とヒストンアセチル

化　　
（A）（2） 横山　和尚 遺伝子材料開発室　

室長

増殖分化チェックポイントシグナルとしての

AP1 活性調節機構の解析
（B）（2） 小倉　淳郎 遺伝工学基盤技術室　

室長

雄性生殖細胞核のゲノム刷り込み、全能性の

解析及び制御機構の解明
（B）（2） 阿部　訓也 動物変異動態解析技術

開発チーム　

チームリーダー

哺乳類における生殖系列─体細胞系列分岐の

制御機構に関する分子遺伝学的解析

( Ｃ )（２）関　　原明 植物分子生物学研究室

先任研究員

シロイヌナズナ完全長ｃＤＮＡマイクロアレ

イを用いた遺伝子発現解析

日本学術振興会科学研究費補助金〔基盤研究、萌芽的研究、奨励研究〕
研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題

基盤研究

（C）（2）

小幡　裕一 リソース基盤開発部

部長

腸管免疫におけるマウス TL抗原の役割と炎

症性腸疾患への関与の検索
基盤研究

（A）（2）

吉木　淳 実験動物開発室

先任研究員

重粒子による突然変異マウスを用いた細胞

分化制御関連遺伝子の検索
基盤研究

（A）（2）

横山　和尚 遺伝子材料開発室

室長

クロマチンダイナミックスと分化制御
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基盤研究

（C）（2）

阿部　訓也 動物変異動態解析技術

開発チーム　

チームリーダー

ホジショナルクロ－ニングによる未分化幹

細胞増殖分化を制御する遺伝子の同定と機

能解析
若手研究

（Ｂ）

保浦　徳昇 植物分子生物学研究室

基礎科学特別研究員

種子成熟と休眠に関わるアブシジン酸の生

合成と作用機構の分子生物学研究
若手研究

（Ｂ）

能年　義輝 植物分子生物学研究室

基礎科学特別研究員

新規ＡＢＡ非感受性変異体 slhl の表現型解

析と原因遺伝子のクローニング
若手研究

（Ｂ）

梅澤　泰史 植物分子生物学研究室

協力研究員

植物のアブシジン酸分解系に関与するチト

クロムＰ４５０遺伝子の単離および機能解

析

厚生労働省厚生科学研究費補助金
研究代表者 研究課題 研究分担者

国立感染症研究所

室長　松田　潤一郎

疾患関連遺伝子の機能解明のための実験動物

研究資源の基盤整備に関する研究

小倉　淳郎

（遺伝子工学基盤技術室）

10. 基礎科学特別研究員の研究課題一覧

契約年度 研究者名 ホスト研究室 アドバイザ

ー

研究課題

平成 12年度 能年　義輝

久保田　幸彦

植物分子生物学研究室

実験動物開発室

篠崎　一雄

小幡　裕一

トランスポゾンDs 挿入シロイヌナズナ

を用いた種子形成変異体の検索とその

解析

マウス胚器官形成過程における組織化

機構
平成 13年度 品川　敏恵

古倉　健嗣

保浦　徳昇

分子遺伝学研究室

分子遺伝学研究室

植物分子生物学研究室

石井　俊輔

石井　俊輔

篠崎　一雄

Ski/Sno 癌遺伝子産物の生理機能

細胞外シグナルによる転写コリプレッ

サーの活性制御

アブシジン酸を介した種子の休眠シグ

ナル伝達機構に関する研究
平成 14年度 亀井　綾子 植物分子生物学研究室 篠崎　一雄 高等植物の環境応答に関与するタンパ

ク質リン酸化シグナル伝達経路の解析

11. ジュニアリサーチアソシエートの研究課題一覧

契約年度 研究生名 受入研究室 研究課題
平成１３年度 佐藤　里絵 植物分子生物学研究室 シロイヌナズナのプロリンデヒドロゲナーゼ遺伝子

Pro ＤＨの発現機構の解明
平成１４年度 浦野　薫 植物分子生物学研究室 シロイヌナズナの環境ストレス下におけるポリアシン

の機能解析
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12. 技術研究生の技術研究課題一覧

　　　　　　　平成 14年度は該当なし

13.�行事

13-1. 研究所の一般公開と特別公開

科学技術週間における行事の一環として、各室の展示及び学術講演のビデオ等を上映し、14年度は森脇

センター長、小幡部長による教育講演を行い、また研究所の一部を公開して一般の見学に供した。14年

度の来所者を以下に示す。
平成 14年度 来所者数

一般公開 4月 17日 584 人
特別公開 4月 20日 285 人

13-2. ナショナルバイオリソースプロジェクト発足記念シンポジウム

ナショナルバイオリソースプロジェクト中核機関代表者による各生物種のリソース整備提供計画の発表

が行われた。

日時 平成 14年 7月 3日（水）

場所 日本薬学会　薬学会館　長井記念ホール

主催　　　　　　 文部科学省

発表者 理研バイオリソースセンター

小幡裕一　実験動物開発室長（マウス）

小林正智　実験植物開発室長（シロイヌナズナ）

大野忠夫　細胞材料開発室長（動物培養細胞）

横山和尚　遺伝子材料開発室長（DNA）　　　　　　　

他　京都大学（ラット）などの各中核機関代表者 19名

13-3. 文部科学省科学技術振興調整費知的基盤整備推進シンポジウムならびに理研シンポジウム

　文部科学省科学技術振興調整費知的基盤整備推進制度「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度

利用のための基盤技術に関する研究」課題研究担当者ならびに国内外の遺伝子治療に携わる研究者による

研究発表が行われた。

　シンポジウムタイトル VIROTHERAPY: Molecular Genetics of Recombinant Viruses

　日時  平成 14年 11月 15日（金）、16日（土）

場所  つくば国際会議場　”エポカルつくば”　大会議室　102

世話人　　　　　　 理化学研究所　バイオリソースセンター　遺伝子材料開発室

  横山　和尚

発表者 理研バイオリソースセンター

 横山　和尚　遺伝子材料開発室

 村田　武英　遺伝子材料開発室　　　

他　課題研究担当者ならびに招待演者 14名
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13-4. BRC セミナーと業務報告会

平成 13年度より「研究業務報告会」を隔週で、「BRC セミナー」を月 1回開催しています。

〔平成 14年度　BRC セミナー〕
日時 講師名 所属 テーマ

2002.05.07 鍵山　直子 グラクソ・スミスクライ

ン株式会社

実験動物に関する国際的背景

2002.05.10 中畑　龍俊 京都大学医学部 幹細胞を用いた再生医療の現状と問題点
2002.05.31 伊藤　昭博 デューク大学 可逆的アセチル化による p53 の活性制御
2002.06.10 伊藤　豊志雄 実験動物中央研究所 実験動物微生物制御に関する講演
2002.06.21 安倍　真澄 （独）放射線医学研究所 未知遺伝子網羅的検索及び微小発現モニタリン

グを可能にする次世代遺伝子発現プロフィール

解析法：HiCEP
2002.08.09 Minoru S. H.

KO

NIH Embryogenomics of mouse early embryos and 

pluripotent stem cells
2002.09.12 宮沢　孝幸 大阪大学 ブタからヒトへ異種間臓器移植と感染症
2002.10.17 仁藤　新治 田辺製薬 霊長類 ES 細胞の再生医療・創薬研究への応用
2003.01.30 堀越　正美 東京大学 染色体構造・機能変換制御機構の分析　 - 古く

て新しい重要課題の解明に向けて -
2003.02.27 Gabriel

Gachelin

Institut Pasteur Natural Killer T cells : a novel T cell population 

involved in inflammatory processes.

〔平成 14年度　業務報告会〕
日時 発表者 所属

2002.03.13 中田　初美 実験動物開発室

土井　貴裕 生体情報統合技術開発チーム

2002.04.24 永吉　満利子 細胞材料開発室

岩瀬　秀 情報解析技術室

2002.05.08 瀬尾　恵美子 遺伝子材料開発室

阿部　訓也 動物変異動態解析技術開発チーム

2002.05.22 安倍　洋 実験植物開発室

井内　聖 実験植物開発室

2002.06.11 井上　貴美子 遺伝工学基盤技術室

渋谷　彰 免疫系受容体研究チーム

2002.06.19 小倉　淳郎 遺伝工学基盤技術室

宮本　顕友 免疫系受容体研究チーム

2002.09.11 清澤　秀孔 動物変異動態解析技術開発チーム

渋谷　和子 免疫系受容体研究チーム

2002.09.25 越後貫　成美 遺伝工学基盤技術室

田原　聡子 免疫系受容体研究チーム

2002.11.06 津田　薫 動物変異動態解析技術開発チーム

中村　幸夫 細胞運命サブチーム

2002.11.20 畠間　真一 遺伝子材料開発室
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本多　伸一郎 免疫受容体研究チーム

2002.12.18 藩　建治 遺伝子材料開発室

三好　浩之 細胞運命情報解析技術開発サブチーム

2003.01.14 四本　克己 免疫受容体研究チーム

若山　真理子 遺伝子材料開発室

2003.01.28 持田　慶司 遺伝工学基盤技術室

大越　靖 免疫受容体研究チーム

2003.03.13 三瀬　節子 生体応答情報技術開発サブチーム

三瀬　名丹 動物変異動態解析技術開発チーム

目加田　和之 動物変異動態解析技術開発チーム

14.� 国際交流

外国人研究者、学生受入

氏名 所属 研究課題 受入者 期間
金　春元 中国医科大学　

講師

遺伝子発現調節機構の解析 横山　和尚

（遺伝子材料開発室）

平成 13 年 4 月～

平成 15年 1月
蔡　威 中国医科大学　

講師

遺伝子治療と遺伝子診断の基

礎研究

横山　和尚

（遺伝子材料開発室）

平 成 14 年 10 月

～平成 15年 5月

15.� 主な来訪者

日付 所　　　属 氏名

2002.04.19 つくば市市民環境部 竹石部長　他 2名

2002.05.21 中国科学院 Zhu Chen 副院長

中国科学院 XueRong Xing 副研究員

中国科学院国際合作局 Qiu Huasheng 所長　他 1名

2002.07.31 文部科学省官房付 永野国際統括官

2002.08.07 India. Cancer Research Institute Arjun D. Shinde

2002.08.08 文部科学省ライフサイエンス課 山田係長（他 3名）

和光中央研究所主任会議長団 川合議長（他 3名）

2002.08.13 文部科学省初等中等教育企画課 田中課長

2002.08.15 Korea Institute of Toxicology Chang-Woo Song

2002.08.21 武田薬品工業（株） 岡本課長代理（他 11名）

2002.08.22 文部科学省ライフサイエンス課 伊藤管理係

2002.09.10 The Jackson Laboratory Warren C. Cook

2002.09.24 Htoo Trading Co. Ltd. (Myanmar) Aung Thet Mann
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University of Pathein. (Myanmar) Dr. Nyunt Phay

生物遺伝資源センター資源開発課 須藤学主査

2002.09.30 韓国生命工学研究院（KRIBB) Kyu-Hwan Yang 他 2 名

2002.10.25 National Yang-Ming University　 Kwang-Jen Hisao 教授 他 1名

2002.11.11 日本工業新聞　 小熊淳郎記者

2002.11.22 日本国際協力センター　 松野淳子　ｼﾆｱ研修監理員 他 10 名

日本国際協力事業団　 Nora Barria　研修員 他 7名

2002.11.25 Korea Research Institute of Bioscience and 

Biotechnology　 

Yu Dae‐Yeul 主任研究員

2003.01.22 文部科学省研究振興局基礎基盤研究課 平野博紀 文部科学事務官

2003.02.18 つくば市議会 兼平議長

2003.02.24 National Center for Genetic

Engineering and Biotechnology（タイ国）

Nares Damrongchai

他 2 名
2003.02.27 （財）化学・バイオつくば財団 他 石坂理事 他 15 名

2003.03.03 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 伊藤数浩

2003.03.04 名古屋大学大学院医学系研究科

附属動物実験施設　

西村正彦 教授

2003.03.13 鳥居薬品株式会社　医薬情報部　 松本一彦部長 他１名

2003.03.20 つくば研究支援センター　 三上榮一 常務取締役

2003.03.26 福山大学生命工学部生物工学科　 山口泰典 教授

（独）産業技術総合研究所

ジーンファンクション研究ラボ　

須藤鎮世 特別研究員

16.�理研 BRCの総面積、予算及び人員

 BRC 土地総面積　50,573.350 ㎡ 

  研究用敷地（外来棟含まず）49,019.81 ㎡ 

  外来棟   1,553.540 ㎡ 

  建築面積  11,553.071 ㎡ 

  延床面積 29,558.896 ㎡

　 BRC 総予算　

バイオリソース関係事業費　404,600 千円（筑波研究所全体の予算は 631,487 千円）

RR2002 ナショナルバイオリソースプロジェクト委託費 1,450,000 千円　

（＊バイオリソースの収集・保存・提供事業については RR2002 ナショナルバイオリ

ソースプロジェクト委託費にて行われている）

 BRC 総人員　225 名 

  定員制職員 28 名 

  任期制職員 21 名 

  その他 176 名
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17.�バイオリソースセンター組織・運営要領　

　　　　　　　　　　　　　　　（平成１３年３月２２日達第２８号）

改正　平成１３年６月１４日達第４８号　平成１３年１２月１３日達第７３号

　  平成１４年３月２０日達第１０号　平成１４年　８月２９日達第４９号

　  平成１５年３月１４日達第１１号

　（趣旨）

第１条　この達は、組織規程（平成１１年規程第２号。以下「組織規程」という。）第４０条第２項後段

の規定に基づき、バイオリソースセンター（以下「センター」という。）の組織・運営に必要な事項に

ついて定めるものとする。　

（チーム）

第２条　センターに、組織規程第４０条第２項に規定する基盤開発部及び室のほか、次のチームを置く。

　（１）動物変異動態解析技術開発チーム

　（２）生体情報統合技術開発チーム

２　チームは、バイオリソースの検査・保存技術等に関する先端的な技術開発研究を行う。

３　チームに、サブチームを置くことができる。

  （センター長）

第３条  センターにセンター長を置く。

２  センター長は、次の業務を行う。

  （１）センターの統括

  （２）センターの中期計画及び年度計画の策定及び変更

  （３）その他センターの運営に関すること。

３  センター長は、前項第２号に定める業務を行うときは、必要に応じ第５条に定めるバイオリソースセ

ンターアドバイザリー・カウンシルの意見を聴き、筑波研究所長（以下「所長」という。）を経て理事

長の承認を得るものとする。

４  センター長は、所長の推薦に基づき、理事長が任命する。

（チームリーダー）

第３条の２　チームに、チームリーダーを置く。

２　チームリーダーは、チームを統括する。

３　チームリーダーは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任命する。

（サブチームリーダー）

第３条の３　サブチームに、サブチームリーダーを置く。

２　サブチームリーダーは、チームリーダーの指揮監督のもと自ら技術開発研究計画を立て、技術開発研

究を行う。

３　サブチームリーダーは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任命する。

　（開発研究員）

第３条の４　チーム及びサブチーム（以下「チーム等」という。）に、開発研究員を置くことができる。

２　開発研究員は、チーム等の技術開発研究課題を実施する。

３　開発研究員は、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任用する。
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（テクニカルスタッフⅠ）

第３条の５　チーム等に、テクニカルスタッフⅠを置くことができる。

２　テクニカルスタッフⅠは、チーム等の技術的支援を自らの裁量で行う。

３　テクニカルスタッフⅠは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任用する。

（テクニカルスタッフⅡ）

第３条の６　チーム等に、テクニカルスタッフⅡを置くことができる。

２　テクニカルスタッフⅡは、チーム等の技術的支援を行う。

３　テクニカルスタッフⅡは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任用する。

  （アシスタント）

第４条  センター及びチーム等に、アシスタントを置くことができる。

２  アシスタントは、秘書業務及びチーム等の事務を行う。

３  アシスタントは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任用する。

（バイオリソースセンターアドバイザリー・カウンシル）

第５条  センターに、バイオリソースセンターアドバイザリー・カウンシル（以下この条において「アド

バイザリー・カウンシル」という。）を置く。

２  アドバイザリー・カウンシルは、センターの運営の基本的事項及び重要事項及び事業の評価に関する

事項について、センター長の諮問に応じて意見を具申する。

３  アドバイザリー・カウンシルの構成その他必要な事項については、別に定める。

  （リソース検討委員会）

第６条  センターに、次に掲げる検討委員会（以下「リソース検討委員会」と総称する。）を置く。

　（１）実験動物検討委員会

　（２）実験植物検討委員会

　（３）細胞材料検討委員会

　（４）遺伝子材料検討委員会

　（５）情報検討委員会

２  リソース検討委員会は、各リソース分野のバイオリソースの受入、保存の基準等に係る事項について、

センター長の諮問に応じて意見を具申する。

３  リソース検討委員会の構成その他必要な事項については、別に定める。

　（バイオリソースセンターサーチ委員会）

第６条の２　センターに、バイオリソースセンターサーチ委員会（以下この条において「サーチ委員会」

という。）を置く。

２　サーチ委員会は、センターの研究者等の募集、人材の発掘及び候補者の選考並びに外部研究者の受入

れの審査等について、センター長の諮問に応じて審議を行い、意見を具申する。

３　サーチ委員会の構成その他必要な事項については、別に定める。

　（業務推進アドバイザー）

第６条の３　センターに、業務推進アドバイザーを置くことができる。

２　業務推進アドバイザーは、センターの業務の円滑な推進に必要な助言を行う。

３　業務推進アドバイザーは、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が委嘱する。

４　業務推進アドバイザーに対し、謝金及び必要な旅費を支給することができる。


