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6.　連携研究

〔平成 13 年度〕2001 年

研究課題 研究代表者 相手方機関等

野生マウス生物機能遺伝子変異の探索と

系統育成

実験動物開発室

室長　小幡裕一

福山大学工学部生物工学科

山口泰典　教授

ラット受精卵の凍結保存率向上のための

技術開発

実験動物開発室

室長　小幡裕一

(財)実験動物中央研究所

日置恭司　センター長代理

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

SASSC 所蔵野生株シロナズナ種子の生産、

保存に関する研究

実験植物開発室

室長　小林正智

宮城教育大学

後藤延治　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

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

(独)農業生物資源研究所

田中　寛　室長

7.　民間等との共同研究

〔平成 13 年度〕2001 年

研究課題 研究代表者 相手方機関等

オリゴ糖の合成に関わる環境スト

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（株）

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
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乾燥ストレス応答、耐性に関する

遺伝子の機能とバイオテクノロジ

ーへの応用

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

楠城時彦　研究員

8.　受託研究

〔平成 13 年度〕2001 年

研究課題 研究代表者 委託者

ゲノム上で順列化した BAC マイ

クロアレイ構築

細胞材料開発室

副主任研究員　添田栄一

科学技術振興事業団

胚性幹細胞の分化能とクロマチ

ン制御

遺伝子材料開発室

室長　横山和尚

(財)上原記念生命科学財団

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

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

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

ロジーへの応用

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

9.　科学研究費補助金

〔平成 13 年度〕2001 年

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

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）

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）

科学技術振興事業団

部長　前田義幸

・生物系研究資材のデータベース

化及びネットワークシステム構築

—



121

のための基盤的研究開発

・研究資材受発注システムのネッ

トワーク化に関する研究

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）

三菱化学生命科学研究

所

部長　藤本弘一

ゲノム機能解析に資する遺伝子操

作マウスの胚、配偶子バンク確立

のための基盤的研究開発

小倉淳郎（遺伝工学基盤技術室）

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）

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　橋本雄之

サル及びマウス脳完全長 clone の

分離とその細胞、個体での機能解

明のための供給方法等に関する研

究

小倉淳郎（遺伝子工学基盤技術

室）

文部科学省科学研究費補助金〔特定領域研究〕

研究項目 代用及び分担

者

所属 研究課題

（C）（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（SEREX）によるがん抗原の同定

（C）（2） 永瀬浩喜 実験動物開発室

研究協力員

多因子疾患病態機能解析のための実験

動物モデル群を利用した遺伝学的アプ

ローチ

（C）（2） 横山和尚 遺伝子材料開発室 胚性腫瘍細胞の分化誘導とヒストンア
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室長 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

（A）（1） 篠崎一雄 植物分子生物学研究室

主任研究員

胚形成と分裂組織の形成の分子機構

（C）（2） 関　原明 植物分子生物学研究室

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

（C）（2） 伊藤卓也 植物分子生物学研究室

研究員

シロイヌナズナ花粉形成関連遺伝子の

網羅検索

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

（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

（B）（2）

横山和尚 遺伝子材料開発室

室長

三重鎖結合転写因子 MAZ と p300/CBP

によるクロマチンモデリング

奨励研究

（A）

村田武英 遺伝子材料開発室

研究員

Pre-RNA3’末端修飾に関わる遺伝子の遺

伝学的同定

奨励研究

（A）

鈴木恵理香 遺伝子材料開発室

研究協力員

カエル骨格筋の興奮、収縮関連におけ

る 2 種類のリアノジン受容体の生理的

機能の検討

基盤研究

（B）（1）

小倉淳郎 遺伝工学基盤開発室

室長

家畜生殖遺伝毒性評価システムの構

築：構造生物学、細胞生物学的評価法

の確立

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

基盤研究

（C）（2）

平山隆志 植物分子生物学研究室

先任研究員

結合阻害剤を用いた ABA 受容体の基質

選択異常突然変異体の分離と解析

奨励研究

（A）（2）

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的研

究
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10.　 基礎科学特別研究員の研究課題一覧

契約年度

平成 10 年度

研究者名

親松　剛

ホスト研究室

細胞材料開発室

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

大野忠夫

研究課題

新規ヒト腫瘍抗原の同定

市村和也

片桐　健

佐野祐治

谷川　潤

張　本寧

植物分子生物学研究室

植物分子生物学研究室

分子遺伝学研究室

分子遺伝学研究室

細胞材料開発室

篠崎一雄

篠崎一雄

石井俊輔

石井俊輔

大野忠夫

植物の MAP キナーゼカスケー

ドの環境応答にける機能解析

高等植物におけるイノシトー

ルリン脂質の代謝を介した情

報伝達系の研究

転写因子 CRE-Bp1/ATF-2 にお

ける転写制御機構の解析

細胞増殖シグナルによるスト

レス応答遺伝子の発現制御機

構

NK 細胞と NK-T 細胞による癌

の制御と新しい治療法開発に

関する研究

平成 12 年度 能年義輝

岡田聖裕

久 保 田 幸

彦

植物分子生物学研究室

分子遺伝学研究室

実験動物開発室

篠崎一雄

石井俊輔

小幡裕一

トランポゾン 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

ショウジョウバエ Myb を介し

た転写制御機構の解析

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 及び 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の解

析

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

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 11 年度 神田育子

太治輝昭

分子遺伝学研究室

植物分子生物学研究

室

癌抑制遺伝子 ski 欠損マウスの身の異常

における解析

シロイヌナズナ Galactinol synthase 遺

伝子群の環境ストレス条件での発現及び

機能解析

平成 12 年度 岸川昭太郎 遺伝子材料開発室 Dnmt1 の転写調節エレメント及び転写因
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松本健司 実験動物開発室

子の同定

細胞外マトリックス、テネイシンを標的

とした創傷治療過程における分子機構

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 ProDH の発現機構の解明

12.　 技術研究生の技術研究課題一覧

契約年度 研究生名 受入研究室 研究課題

平成 12 年度 米澤成博 植物分子生物研究室 植物の遺伝子破壊株の効率良い単離法の

開発と機能解析

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。13 年度と 14 年度の来所者を以下に示す。

平成 13 年度 来所者数（人） 平成 14 年度 来所者数（人）

一般公開 4 月 8 日 733 人 4 月 17 日 584 人

特別公開 4 月 21 日 185 人 4 月 20 日 285 人

13-2. 理研 BRC 公開シンポジウム

理化学研究所・バイオリソースセンターの第 1 回公開シンポジュームを次のとおり開催した。

日時 平成 13 年 11 月 20 日（火）

場所 理化学研究所・筑波研究所

バイオリソース棟 1 階　大会議室

講演者 ・小原雄治教授（国立遺伝学研究所）

「ゲノム時代のバイオリソースの重要性」

・山村研一教授（熊本大学、医学部）

「我が国に必要な戦略思想ー後方支援としてのバイオリソース」

・森脇和郎センター長（理研 BRC）

「バイオリソースセンターの理念」

13-3. 業務報告会と BRC セミナー

〔セミナー〕

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。開

催当初から平成 13 年度 BRC セミナーに招待した講師の先生方の一覧表です。

平成 13 年度 BRC セミナー講師一覧表

日時 講師名 テーマ
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2001.04.17 森脇和郎 理化学研究所　バイオリ

ソースセンター長

マウスから人を見る

2001.06.28 飯田章博 (株)ディナベック研究所 新規遺伝子治療用ベクターの開発

ディナベック研究所の紹介

2001.0717 植田　稔 宝酒造(株) DNA チップセミナー

2001.07.19 山本伸子 キャノン(株)コアテクノ

ロジー開発本部　製品技

術研究所 NC プロジェク

ト

BJ プリンターを用いた安価で信頼性の

高い DNA チップの開発

2001.7.25 米川博通 東京都臨床医学総合研究

所　副所長

マウス遺伝学における研究と基盤整備：

臨床研の場合

2001.08.01 伊藤豊志雄 (財)実験動物中央研究所

ICLAS モニタリングセン

ター

マウス・ラットの微生物コントロール

2001.11.21 中内啓光 筑波大学基礎医・免疫学

教授、東京大学医科研・

ヒト患モデル研究センタ

ー

肝細胞システムと再生医学

2002.01.25 長峰　司 (独)農業生物資源研究所

ジーンバンク　植物資源

研究チーム長

農業生物資源ジーンバンク　植物部門の

活動

2002.02.19 斎藤　泉 東京大学医科学研究所 遺伝子置換型アデノウイルスベクターの

開発

2002.03.29 篠原隆司 京都大学大学院医学研究

科

Manipulation of male germ line by virus

vectors

14.　 国際交流

14-1 外国人研究者、学生受入

氏名 所属 研究課題 受入者 期間

Noel  Day テネシー大学、ノッ

クスビル校、医、大

学院

CIITA による HLA-DR

の転写調節機構の解

析

横山和尚（遺伝

子材料開発室）

平成 13 年 4 月～

平成 13 年 12 月

金　春元 中国医科大学、医学

遺伝学、講師

遺伝子診断と遺伝子

治療の基礎研究

横山和尚（遺伝

子材料開発室）

平成 13 年度～

平成 14 年度

宋　軍 中国医科大学、医学

遺伝学、講師

MAZ の構造と機能の

解析

横山和尚（遺伝

子材料開発室）

平成 13 年 4 月～

平成 13 年 5 月

匡　銘 Sun  Yat-Sen

University of Medical

Sciences

RI ビーム生成用イオ

ン源の開発

大野忠夫（細胞

材料開発室）

平成 13 年度～

平成 14 年度
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15. 主な来訪者
日付 所　　　属 氏名

平成13年4月11日 日経バイオテク 小板橋記者

平成13年5月2日 文部科学省ライフサイエンス課 渡辺課長補佐

藤井癌調整官

平成13年6月6日 筑波大学 中内教授

八神教授

高橋教授

平成13年6月21日 熊本大学 安倍教授

文部科学省大臣官房会計課 佐藤第三係長

小佐古第一係主任

平成13年7月5日 グラクソ・スミスクライン（株）研究本部 鍵山直子　アドバイザー

平成13年7月19日 筑波大学 増成教授

平成13年7月19日 中国科学院上海生化学・細胞生物学研究所 Dr.Boliang Li(director)他７名

平成13年7月23日 農業生物資源研 ２名

平成13年7月25日 理化学研究所　工学基盤研究部 田代部長

平成13年7月25日 東京都臨床医学総合研究所 米川博通副所長

平成13年8月1日 文部科学省　科学技術･学術政策局 小山内国際交流官

平成13年8月1日 実験動物中央研究所 伊藤豊志雄センター長代理

平成13年8月8日 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課 加藤課長

平成13年8月9日 理化学研究所 小川副理事長

平成13年8月23日 宮城教育大学 鵜川助教授

平成13年9月10日 中国科学技術部農村与社会発展司 陳伝宏副司長

中国科学技術部弁公庁 李桂華副所長

中国科学技術部農村社会発展司 王震主任科員

中国科学技術部高薪司 景貴飛助理調研員

中国科学技術部中国科学技術交流中心亜非処項 呉建徳研究員

アジア太平洋フォーラム 田中健二理事長

平成14年9月18日 文部科学省 水島大臣政務官

田中ライフサイエンス課長

斉藤大臣政務官秘書

鈴木研究交流センター所長

平成14年11月9日 JICA中国・行政法研修員 研修管理員兼通訳　他11名

平成14年2月15日 パスツール研究所副所長 Dr. J.L.Guenet

平成14年3月13日 ロシア科学院生物学・土壌学研究所部長 Dr. A.Kryukov

平成14年2月22日 中国山東農業科学院 徐会三院長

中国山東農業科学院、国際協力処 王守民処長
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中国山東農業科学院、畜産獣医研究所 王金文所長

分子ウイルス学研究ユニット 庄文忠研究員

分子ウイルス学研究ユニット 竹嶋信之輔研究員

平成14年4月19日 つくば市市民環境部 竹石部長　他2名

平成14年5月21日 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処長　他1名

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　1,376,699 千円（筑波研究所全体の予算は 2,995,408 千円）

　BRC 総人員　216 名

定員制内職員 22 名

任期制職員 29 名

その他 165 名

17. バイオリソースセンターの組織規定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

　（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等を行う。

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
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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計画を立て、技術開発等

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。

（テクニカルスタッフ）

第３条の５　チーム等に、テクニカルスタッフを置くことができる。

２　テクニカルスタッフは、チーム等の技術的支援を行う。

３　テクニカルスタッフは、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
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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。

５　前項に規定する謝金及び旅費の支給は、委員会委員等への謝金等の支給基準（平成１０年達第６

号）に定めるところによる。

　（客員）

第７条　センターは、客員を受け入れることができる。

２　客員は、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が委嘱する。

３　客員の受入に関する必要な事項については、客員規程（平成７年規程第１２号）の例による。

  （決裁権限）

第７条の２  センターにおける決裁権限（部長及び室長に関するものは除く。）については、決裁基

準規程（平成１１年規程第７号）別表第１「一般権限」を準用する。この場合において、同表中「職

員」とあるのは「開発研究員等」と、「部長」とあるのは、「チームリーダー」と読み替えるものと

する。

  （他の諸規程との関係）

第８条  その他センターの運営管理に関して必要な事項は、理化学研究所の諸規程に定めるところに

よる。
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