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1.　はじめに

センター長　 　森脇和郎

ライフサイエンスは２０世紀後半に遺伝子を中心に爆発的な発展を遂げ、遂にヒトをは

じめ主要な実験生物の全ゲノム構造が解明されるに至った。この流れは２１世紀に入って

次の段階へと大きく変わり始め、生物個体のもつ多様な形質を表現するゲノム機能の解明

が中心的な課題となってきた。それに伴って、多様的な特性をもち且つ高度に統御された

品質をもつ実験生物はバイオリソースとして重要な位置を持つに至った。国の施策として

も平成１４年度からナショナルバイオリソースプロジェクトが発足し、本センターも中核

的機関の一つとして活動することになった。

このような流れに先立って、理化学研究所はバイオリソースセンターの設置を計画し、

平成１１年１０月には系統生物に関係の深い国内の研究者からなる準備委員会が組織され

た。その報告書を基盤として、平成１３年１月、新しい BRC 棟の完成とともに筑波研究所

にバイオリソースセンターが設立され、同年４月森脇センター長が就任し、小幡裕一博士

をリソース基盤開発部長に迎え活動を開始した。旧筑波ライフサイエンス研究センターか

ら細胞材料開発室長大野忠夫博士以下十数名の職員が移行するとともに、新たに定員制お

よび任期制の職員を公募した。サーチ委員会による選考の結果、遺伝子材料開発室長の横

山和尚博士、実験植物開発室長の小林正智博士、遺伝工学基盤技術室長の小倉淳郎博士、

動物変異動態解析技術開発チームリーダーの阿部訓也博士、生体応答情報技術開発サブチ

ームリーダー土井貴裕博士、細胞運命情報解析技術開発サブチームリーダー中村幸夫博士

以下十数名の新しい職員が本センターの事業に参加することになった。

本センターがオールジャパンに対するバイオリソースの支援を業務としていることに鑑

み、実験動物、実験植物、細胞材料、遺伝子材料、情報解析技術の各分野毎に夫々関係の

深い研究者を委嘱してリソース検討委員会を設け、業務運営の方針等に関する意見を伺う

こととした。平成１３年秋には４つの検討委員会が開催された。また、業務推進に係わる

助言を得るために数名の専門家を業務推進アドバイザーに委嘱した。
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本センターの事業におけるヒトの細胞材料および遺伝子材料の倫理的な取り扱いを検討

するために広く国内の生命倫理の専門家を委嘱して倫理委員会を設置した。

さらに、本センターの運営に関する大所高所からのご意見と評価をいただくために国内

外の知識経験者にお願いしてアドバイザリーカウンシルを設けた。

本センターの業務の実施にあたっては、対象となるリソースに関する知的所有権の取り

扱いを明確にする必要があり、MTA (Material Transfer Agreement) の様式を整えること

にも力を注いだ。

　平成１３年１１月２４日には２５０名余の参加を得て本センターの開所記念シンポジ

ウムを開催した。総合科学技術会議の井村議員、財団法人癌研究会菅野名誉研究所長、文

部科学省の坂田審議官らが祝辞を述べられ、次いで国立遺伝学研究所の小原教授、熊本大

学医学部の山村教授および森脇センター長が記念講演を行った。

本センターの主要な二つの事業、すなわち収集・保存・特性検査・分譲事業および技術

開発事業に関して、これまで１０数年の実績をもつ細胞材料開発室および遺伝子材料開発

室では従来の通りの事業が継続された。新しく設置された実験動物、実験植物、情報解析

技術の各室においては本格的事業を始める準備が進められた。

このように本年度は体制の整備に主力を注いだが、新しい年度には我が国のバイオリソ

ース支援事業の中核的拠点としての本センターの事業を展開しなければならない。

森脇和郎センター長
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2.　筑波研究所体制図
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3.　事業内容

①リソース基盤整備

動植物個体、細胞株、遺伝子材料及びこれらに附随する情報の収集、開発、管理、

解析、保存及び提供を行う。

②技術基盤事業

リソースの維持・保存及び利用のために必須な技術開発を実施する。

③連携協力事業

リソース業務の高度な発展を図るために、国内外の関連機関との連携協力を推進

する。   
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4.　各種委員会（○；委員長）
4-1.研究倫理委員会

○雨宮　浩 国立小児病院小児医療研究センタ－　名誉センタ－長

有賀　千浪 田辺製薬株式会社　創薬研究所　研究員（理研非常勤嘱託）

黒澤　武宣 つくば市　総務部長（平成 14 年 3 月迄）

鈴木　則行 つくば市　総務部長（平成 14 年 4 月～）

田嶼　尚子 東京慈恵会医科大学　教授

棚村　友博 ふじ合同法律事務所　弁護士

増成　隆士 筑波大学　現代語・現代文化学系　教授

町野　朔 上智大学　法学部　教授

松村　外志張 (株)ロ－マン工業　細胞工学センター　所長

小幡　裕一 理研　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部長

大野　忠夫 理研　バイオリソースセンター　細胞材料開発室長

平成 13 年度筑波研究所、研究倫理委員会は下記の日程で開催された。

名称 開催日 場所

第１回 平成 13 年 10 月 24 日（水） 筑波研究所バイオリソース棟 1 階 103、105 号室

第２回 平成 13 年 11 月 14 日（水） 筑波研究所バイオリソース棟 1 階 103、105 号室

第３回 平成 14 年 2 月 26 日（火） 筑波研究所バイオリソース棟 1 階 103、105 号室

4-2. アドバイザリー・カウンシル

国内

江口　吾朗 熊本大学　学長

黒木　登志夫 岐阜大学　学長

菅野　晴夫 (財)癌研究会　癌研究所　名誉所長

○永井　克孝 (株)三菱化学生命科学研究所　所長

高畑　尚之 総合研究大学院大学　副学長

国外
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Paigen, Kenneth The Jackson Laboratory 所長（アメリカ合衆国）

Brown, Stephen D. M. MRC Mouse Genome Center 所長（イギリス）

Old, Lloyd J. Ludwing Institute 所長（アメリカ合衆国）

Guenet, Jean-Louis Pasteur Institute 副所長（フランス）

Maarten Koornneef Laboratory of Plant Genetics, Wageningen University (オランダ)

4-3. 業務推進アドバイザー

相沢　慎一 理研　発生・再生科学総合研究センター　グループディレクター

勝木　元也 岡崎国立共同研究機構　基礎生物学研究所　所長

小原　雄治 国立遺伝学研究所　副所長

五條堀　孝 国立遺伝学研究所　教授　生命情報・DDBJ 研究センター長

珠玖　洋 三重大学　医学部　教授

吉川　泰弘 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授

吉田　光昭 万有製薬(株)　筑波研究所　所長

4-4.リソース検討委員会

実験動物検討委員会

○米川　博通 (財)東京都臨床医学総合研究所　副所長

木南　凌 新潟大学　医学部　教授

城石　俊彦 理研　ゲノム科学総合研究センター　プロジェクトディレクター

日合　弘 京都大学　医学部　教授

山村　研一 熊本大学　医学部　教授　動物資源開発研究センター長

横山　峯介 (株)三菱化学生命科学研究所　マウスゲノム工学センター長

実験植物検討委員会

○岡田　清孝 京都大学　理学部　教授

鎌田　博 筑波大学　生物科学系　教授　遺伝子実験センター長

後藤　伸治 宮城教育大学　教授

篠崎　一雄 理研　植物分子生物学研究室　主任研究員

田畑　哲之 かずさ DNA 研究所　植物遺伝子研究部　部長
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荻原　保成 横浜市立大学　木原生物学研究所　助教授

宮崎　尚時 (独)農業生物資源研究所　ジーンバンク長

細胞材料検討委員会

 ○中畑　龍俊 京都大学大学院　医学研究科　教授

赤池　敏宏 東京工業大学大学院　生命理工学研究科　教授

今村　享 (独)産業技術総合研究所　ジーンディスカバリーセンター副センター長

笹井　芳樹 京都大学　再生医科学研究所　教授

瀬戸　敏夫 エーザイ(株)　研開企画部プロジェクト・マネジメントグループ

中山　睿一 岡山大学大学院　医歯学総合研究科　教授

許　南浩 岡山大学大学院　医歯学総合研究科　教授

遺伝子材料検討委員会

○斎藤　泉 東京大学 医科学研究所　教授

長谷川　護 (株)ディナベック研究所　所長

濱田　洋文 札幌医科大学　医学部　教授

増保　安彦 (株)ヘリックス研究所　所長

向井　鐐三郎 国立感染症研究所　筑波医学実験用霊長類センター　検査健康管理室長

松嶋　綱治 東京大学大学院　医学系研究科　教授

宮崎　純一 大阪大学　医学部　教授

吉田　純 名古屋大学大学院　医学研究科　教授

情報検討委員会

菊池　俊一 科学技術振興事業団　データベース開発部　研究支援情報部門　主任

情報員

中村　保一 かずさ DNA 研究所　植物分子第一研究室　主任研究員

松本　耕三 徳島大学　医学部附属動物実験施設　助教授

宮下　信泉 香川医科大学　医学部附属動物実験施設　助教授

○山崎　由起子 国立遺伝学研究所　生物遺伝資源情報総合センター　助教授
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平成 13 年度、理研 BRC の各室のリソース検討委員会は下記の日程で開催された。

名称 開催日 場所

実験動物 平成 13 年 11 月 14 日（水）東京国際フォーラム　ガラス棟 6 階　609 会議室

実験植物 平成 13 年 11 月 16 日（金）東京国際フォーラム　ガラス棟 5 階　503 会議室

細胞材料 平成 13 年 10 月 26 日（金）東京国際フォーラム　ガラス棟 4 階　406 会議室

遺伝子材料 平成 13 年 10 月 26 日（金）東京国際フォーラム　ガラス棟 6 階　603 会議室

情報 平成 14 年 4 月 16 日（金） 東京国際フォーラム　ガラス棟 4 階　406 会議室

4-5. サーチ委員会

○小幡　裕一 バイオリソースセンター　リソース基盤開発部長

桝田　太三郎 筑波研究所　推進部長（平成 14 年 3 月迄）

板倉　智敏 脳科学総合研究センター　グループディレクター

城石　俊彦 ゲノム科学総合研究センター　グループディレクター

辻本　雅文 細胞生化学研究室　主任研究員

篠崎　一雄 BRC 研究協力グループヘッド　植物分子生物学研究室　主任研究員

大野　忠夫 バイオリソースセンター　細胞材料開発室長

横山　和尚 バイオリソースセンター　遺伝子材料開発室長

小林　正智 バイオリソースセンター　実験植物開発室長


