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大里　直樹
Naoki OSATO

配列解析チーム
産総研特別研究員

思いがけない解析結果やアイデアが得ら

れると嬉しくなります。週末は田舎・都会

を問わず散歩やドライブが好きです。

ゲノム配列や遺伝子発現情報を用いて、

遺伝子発現制御に関わる因子（DNA、

RNA、タンパク質）を同定し、生物の

機能や発生への役割を調べています。
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成果紹介

新春号のお届けです。皆様は今年はどのような年に

したいですか？ 昨年は、思わず目を覆いたくなるよう

な事件や問題もありましたが、今年はどうぞ皆様、

平穏無事でありますように。新年のご挨拶の代わり

に大伴家持の歌を万葉集より。

　あたらしき 年のはじめの 初春の

　　　　今日降る雪の いや重(し)け吉事(よごと)

（最近の成果の中から選んだものを掲載しています。）
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お知らせ 研究員紹介

人事異動

中川　草
So Nakagawa

細胞機能設計チーム
テクニカルスタッフ

元文学青年。お気に入りはサイモン・シン、

沢木耕太郎、ジャレド・ダイヤモンド。

その他テニスと水泳と少々のお酒。

遺伝子配列の特異性について調べてい

ます。マイクロアレイの設計のみなら

ず、「生命とは何か」というゴリアテ

みたいな問題に対しても迫りたいです。
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小嶋　亜耶
Aya KOJIMA

RNA情報工学チーム
技術研修員

趣味はドライブ（助手席限定）です。先日

免許がゴールドになりましたが、いまだに

都内をマニュアル車で走れません。

新規機能性RNAの発見と機能予測を行って

おります。ゲノム内に潜む、新しいRNA

ファミリーを見つけることが目標です。
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Bio Japan 2007に出展
9/19-21、『Bio Japan 2007』がパシフィコ横浜で開催され、CBRC は
産総研ブース内に「包括的な細胞内生体分子ネットワーク解析シス
テムの開発」と題したポスターを出展いたしました。

バイオインフォマティクス速習コースⅡ　
生命情報科学技術者養成コースの一環として、バイオインフォマ
ティクスの概要を体系的・実践的に学ぶことを目的とした同コース
が、今年度は 9 月下旬より 11 月下旬まで、CBRC 内外の第一線の
研究者が指導を担当して行われました。平日の日中の開講にも
関わらず、受講者は毎回の計算機実習などに熱心に取り組み、
19名の方が修了しました。

ブースの様子 ポスター説明の様子

外部資金取得について　

【新規採用】　・大里 直樹（配列解析チーム 産総研特別研究員）（10/1付）
　　　　　　・中川 草（細胞機能設計チーム テクニカルスタッフ）（10/3付）
　　　　　　・平木 愛子（細胞機能設計チーム テクニカルスタッフ）（11/16付）
　　　　　　・ 金田 由加梨（細胞機能設計チーム テクニカルスタッフ）（1/4付）
　　　　　　・迫田 絵理（RNA情報工学チーム テクニカルスタッフ）（1/7付）
【所内異動】　・亀田 倫史（創薬分子設計チーム 研究員）（10/1付）
【退職】   　　  ・山名 美智子（RNA情報工学チーム 産総研特別研究員）（9/30付）
　　　　　　・ 中川 康司（生体ネットワークチーム 産総研特別研究員）（9/30付）
　　　　　　・秋山 泰（招聘研究員）（12/31付）
【海外派遣】　・富井 健太郎（配列解析チーム 研究員）（11/8付）
　　　　　　    派遣先：University of Carifornia, Berkeley
　　　　　　   （産総研長期海外派遣「在外研究職員」制度）

経産省 中小企業支援型研究開発事業   『高速タンパク質相互作用解析評価
装置』（福井）
JST 受託研究費『RLCP 分類の拡張、相同反応解析システム及び酵素反応
予測システムの開発、類似反応解析システムの構築』（長野）
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