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○ BRC土地総面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,573.350㎡	

研究用敷地（外来棟含まず）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,019.810㎡	

外来棟・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,553.540㎡	

建築面積・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,237.621㎡	

延床面積・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31,402.496㎡

　

○ BRC総予算　

　　＜ H18年度＞

バイオリソースセンター	運営費交付金・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 約 24億円

バイオリソース協力研究グループ	運営費交付金・ ・・・・・・・・・・・・ 約 6億円

バイオリソースセンター・バイオリソース協力研究グループ

　　外部競争的資金（科研費、振興調整費等）・・・・・・・・・・・・・・ 約 3億円

　　＜ H19年度＞・

バイオリソースセンター	運営費交付金・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 約 24億円

バイオリソース協力研究グループ	運営費交付金・ ・・・・・・・・・・・・ 約 5億円

バイオリソースセンター・バイオリソース協力研究グループ

　　外部競争的資金（科研費、振興調整費等）・・・・・・・・・・・・・・ 約 1億円　

○ BRC総人員

　　＜ H18年度＞　　・

定年制及び任期制職員

　　バイオリソースセンター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89名

　　バイオリソース協力研究グループ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49名

客員研究員、大学院生等

　　バイオリソースセンター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 180名

　　バイオリソース協力研究グループ・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 約 100名

その他・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 50名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計・ 約 470名

　　＜ H19年度＞　　・

定年制及び任期制職員

　　バイオリソースセンター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92名

　　バイオリソース協力研究グループ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45名

客員研究員、大学院生等

　　バイオリソースセンター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 190名

　　バイオリソース協力研究グループ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 90名

その他・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 50名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計・ 約 470名
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　　　○バイオリソースセンター組織・運営細則
（平成１５年１０月１日細則第９号）

改正　平成１６年６月２４日細則第５４号　平成１７年９月　８日細則第８９号
平成１９年２月　８日細則第　６号　平成１９年３月２２日細則第２１号

　（趣旨）
第１条　この細則は、組織規程（平成１５年規程第１号。以下「規程」という。）第２８条第２項及び第６１条の規
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。）の組織及び運営に必要な事項について定める
ものとする。

　（基盤開発部及び室）
第２条　センターに、別表第１の左欄に掲げる基盤開発部及び遺伝工学基盤技術室を置き、同基盤開発部に、同表右
欄に掲げる室を置く。

２　室は、バイオリソースの保存、提供、開発等を行う。
（チーム）
第３条　センターに、別表第２の左欄に掲げるチームを置き、同表右欄に掲げるサブチームを置くことができる。
２　チーム及びサブチームは、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。
　（支援ユニット）
第３条の２　センターにバイオリソース品質管理支援ユニット（以下「支援ユニット」という）をおく。
２　支援ユニットは、バイオリソース並びにバイオリソースの収集、保存及び提供に係る業務の品質の維持及び管理
並びにそれらに関連する技術等に関する支援業務を行う。

		（センター長）
第４条		センター長は、次の業務を行う。
		（１）センターの統括
		（２）センターの研究実施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。
２		センター長は、筑波研究所長（以下「所長」という。）の推薦に基づき、理事長が任命する。
　（副センター長）
第４条の２　センターに、副センター長を置くことができる。
２　副センター長は、センター長の業務を補佐する。
３　副センター長は、センター長及び所長の推薦に基づき、理事長が任命する。
（特別顧問）
第４条の３　センターにバイオリソースセンター特別顧問（以下、「特別顧問」という。）を置くことができる。
２　特別顧問は、センターの運営に資するため、センター長の求めに応じ、センター長に助言する。
３　特別顧問は、センター長の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
（チームリーダー）
第５条　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６条　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、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
　（ユニットリーダー）
第６条の２　支援ユニットにユニットリーダーを置く。
２　ユニットリーダーは、支援ユニットを統括する。
３　ユニットリーダーは、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
　（専任研究員及び専任技師）
第７条　室に、専任研究員及び専任技師を置くことができる。
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２　専任研究員及び専任技師は、室長の所管業務を補佐すると共に、自律的に研究開発業務又は技術開発業務を行う。
（先任研究員及び先任技師）
第７条の２　室に、先任研究員及び先任技師を置くことができる。
２　先任研究員及び先任技師は、室長の所管業務を補佐すると共に、主体的に研究開発業務又は技術開発業務を行
う。
（研究員及び技師）
第８条　室に、研究員及び技師を置くことができる。
２　研究員及び技師は、それぞれ専門的研究業務又は専門的技術業務に従事する。
　（開発研究員）
第９条　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、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
（テクニカルスタッフⅠ）
第１０条　センターに、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、センター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、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
（テクニカルスタッフⅡ）
第１１条　センターに、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、センターの技術的支援を行う。
３　テクニカルスタッフⅡは、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
		（アシスタント）
第１２条		センターに、アシスタントを置くことができる。
２		アシスタントは、秘書業務及びセンターの事務を行う。
３		アシスタントは、センター長の推薦に基づき、理事長が任命する。
（バイオリソースセンターアドバイザリー・カウンシル）
第１３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答申する。

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１４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）微生物材料検討委会
　（６）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１５条　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、意見を答申する。

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。



BRC Annual Report

2005～2006 About BioResource Center
バイオリソースセンターについて

239

　（業務推進アドバイザー）
第１６条　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１５年細則第６９号）に定め
るところによる。
（決裁権限）
第１７条　ユニットリーダーの権限については、決裁基準規程（平成１５年規程第２号）一般権限を準用する。
２　前項の準用において、決裁基準規程第２条第５号カの「チームリーダー」を「ユニットリーダー」と読み替える
ものとする。

		（他の諸規程との関係）
第１８条	 	その他センターの運営管理に関して必要な事項は、独立行政法人理化学研究所の諸規程に定めるところに
よる。

　　　附　則
　この細則は、平成１５年１０月１日から施行する。
　　　附　則（平成１６年６月２４日細則第５４号）
この細則は、平成１６年７月１日から施行する。

附　則（平成１７年９月８日細則第８９号）
この細則は、平成１７年９月２０日から施行する。

附　則（平成１９年２月８日細則第６号）
この細則は、平成１９年２月９日から施行する。

附　則（平成１９年３月２２日細則第２１号）
この細則は、平成１９年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）
リソース基盤開発部 実験動物開発室

実験植物開発室
細胞材料開発室
遺伝子材料開発室
微生物材料開発室
情報解析技術室

遺伝工学基盤技術室

別表第２（第３条関係）
チーム サブチーム

動物変異動態解析技術開発チーム
生体情報統合技術開発チーム 生体応答情報技術開発サブチーム

細胞運命情報解析技術開発サブチーム
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						〇筑波研究所連携研究グループ招聘制度設置規程

（平成１９年５月３１日規程第４７号）

（目的）

第１条　この規程は、バイオリソースにかかる技術開発等を効果的に推進することを目的として、独立行政法人理化

学研究所（以下「理研」という。）の内外を問わず、バイオリソースに関連する優れた研究を実施している研究室、

研究グループ、研究チーム等（以下「研究グループ等」という。）を独立行政法人理化学研究所筑波研究所（以下「研

究所」という。）に招聘するために必要な事項を定める。

　（活動）

第２条　招聘された研究グループ等（以下「連携研究グループ」という。）は、研究所においてバイオリソースに関

連する研究を行うとともに、バイオリソースセンター内の組織（以下「BRC内組織」という。）との間で、バイオ

リソースにかかる共同研究又は共同技術開発を行う。

（招聘条件）

第３条　連携研究グループを招聘しようとするときは、次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。

（１）連携研究グループが研究を実施することにより、バイオリソースにかかる新規の技術開発や高度化等が効果

的に推進されると認められること。

（２）連携研究グループの研究活動に必要な資金が連携研究グループ自身により確保されていること。

（３）連携研究グループの研究活動が研究所内で行われること。

（４）連携研究グループが占有する研究スペースに応じた使用料の支払いに同意していること。

（招聘手続き）

第４条　招聘を希望する研究グループ等の代表者は、別記様式による受入願を筑波研究所長（以下「所長」という。）

に提出する。

２　所長は、前項の受入願を受けたときは、バイオリソースセンター長、リソース基盤開発部長、関係する BRC内

組織の長および筑波研究推進部長に諮るとともに、理研内からの受入願については、必要に応じて当該研究グルー

プ等の所属する研究センター長等と協議の上、適当と認められるものについては、招聘を行う。

３　所長は、招聘が決定した連携研究グループの代表者に対し、配分研究スペース、招聘期間、関係する BRC内組

織及び共同実施課題等を記載した確認通知書を交付する。

４　代表者が理研外の研究者である連携研究グループについては、代表者の所属機関と理研との間で共同研究契約を

締結しなければならない。

　（構成等）

第５条　連携研究グループは、代表者名を冠した呼称を用いることとし、連携研究グループが

実施する研究に関係する理研内の研究者等、又は理研外の研究者等により構成する。

２　連携研究グループを構成する研究者等のうち理研外の研究者等は、客員規程（平成１５年規程第４３号）に規定

する身分を取得する。

（ラボラトリーヘッド）

第６条　連携研究グループの代表者をラボラトリーヘッドと呼ぶ。

２　ラボラトリーヘッドは連携研究グループを統括し、その活動に責任をもつ。

　（招聘期間）

第７条　連携研究グループの招聘期間は、第５条第３項の確認通知書に定める期間とし、最大５年と

する。ただし、終了期限の６ヶ月前までに所長に対し期間延長を願い出で、適当と認められた場合、

期間を更新することができる。
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　（招聘の終了）

第８条　研究所又は連携研究グループは、次の各号の一に該当する場合は、招聘を終了させることが

できる。この場合において、相手方の受ける損害については互いに責めを負わない。

（１）天災地変その他不可抗力により、連携グループの研究遂行が困難となった場合

（２）いずれか一方より文書により終了の申し出があり、相手方が同意した場合

２　連携研究グループの招聘に係る共同研究契約については、招聘終了にあわせて解除する。

　（施設、共同利用機器等の利用）

第９条　連携研究グループは、筑波研究所内の施設及び共同利用機器の利用等の便益の提供を受ける

ことができる。

（スペース使用料）

第１０条　連携研究グループは、研究所内に割り当てられた研究スペースに応じて、別に定める使用

料を負担するものとする。

（マッチングファンドの設定）

第１１条　所長は、バイオリソースセンター長と協議の上、連携研究グループと BRC内組織との間で

実施される共同研究または共同開発について研究資金を配分することができる。

　（事務）

第１２条　連携研究グループの招聘及び運営等に関する事務は、関連部署の協力をえて、筑波研究所

研究推進部企画課が行う。

（他の諸規程との関係）

第１３条　その他連携研究グループの運営管理に関して必要な事項は、独立行政法人理化学研究所諸規程に定めると

ころによる。

　　　附　則

（施行期日）

１　この規程は、平成１９年６月１日から施行する。

　（バイオリソース協力研究グループからの移行に関する特例措置）　

２　本制度創設に伴い、廃止されるバイオリソース協力研究グループ制度の下で、研究所内において

研究活動を行っている既存の協力研究グループについては、第５条に定める手続きを経て連携研究

グループに移行するものとする。

　（バイオリソース協力研究グループ制度設置規程の廃止）

３　バイオリソース協力研究グループ制度設置規程（平成１５年１０月１日規程第１４号）は廃止する。

（バイオリソース協力研究グループ組織・運営細則の廃止）

４　バイオリソース協力研究グループ組織・運営細則（平成１５年１０月１日細則第１３６号）

（バイオリソース協力研究グループ設置検討委員会細則の廃止）

５　バイオリソース協力研究グループ設置検討委員会細則（平成１５年１０月１日細則第３６号）は廃止する。


