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Assessment
評価

バイオリソースセンターの活動

総合科学技術会議（CSTP）における評価

　平成 18年 10月、平成 19年 10月、平成 20年 10月に

総合科学技術会議（CSTP）が開催され、それぞれ平成

19年度、平成 20年度、平成 21年度の概算要求におけ

る科学技術関係独立行政法人等の主要業務について検討

されました。理研バイオリソースセンター（バイオリソー

ス事業）については非常に高い評価を受け、次のような

見解が示されました。

〈平成 18年度〉

【評価概要】

優先順位：S

優先順位の理由：

○我が国のライフサイエンス基盤としてこれまでも計画

通りの実績を残しており、今後も積極的に推進すべき

重要な課題である。

留意事項：

○アジア諸国との連携を進めることが必要である。

○次世代人材の育成、ユーザーとのコミュニケーション

にも留意すべきである。

○特に他国との関係で、知的財産の問題にも留意する必

要がある。

○保存種の正当な評価に基づく入替えを通して、その時

代の研究動向に応じた機動性にも留意すべきである。

○他の研究機関や、厚生労働省、農林水産省等、関連府

省の持つバイオリソースとの連携、統合にも留意する

ことが望ましい。

○研究者の役割（研究とバイオリソースの維持・管理）

のバランスをとる必要がある。

○利用者負担の可能性も検討する必要がある。

【委員】

上田　龍三　　　　名古屋市立大学病院　院長

大杉　立　　　　　東京大学 大学院　教授

小原　雄治　　　　情報 ･システム研究機構　理事

倉田　毅　　　　　富山県衛生研究所　所長

五條掘　孝　　　　情報 ･システム研究機構

　　　　　　　　　国立遺伝学研究所　教授　

小安　重夫　　　　慶應義塾大学 医学部　教授

田中　隆治　　　　（株）サントリー　顧問

手柴　貞夫　　　　協和発酵工業（株）　技術顧問

西島　和三　　　　持田製薬（株）　主事

平岡　真寛　　　　京都大学 大学院　教授

松澤　祐次　　　　（財）住友病院　院長

宮下　保司　　　　東京大学　教授

三輪　睿太郎　　　東京農業大学　教授

三保谷　智子　　　女子栄養大学 出版部

　　　　　　　　　　マーケティング課　課長

〈平成 19年度〉

【評価概要】

優先順位：S

書面審査により評価を受けた。

〈平成 20年度〉

【評価概要】

（継続課題につき評点なし、A相当）

○我が国のライフサイエンス研究の総合的な推進のた

め、リソースの中核機関として , 収集 ･保存 ･提供及

び関連技術開発、人材育成等は重要である。

○バイオリソースの運営に関しては , 利用者負担を活用

するなど、恒常化に向けた検討を行うべきである。

○ライフサイエンスの基盤として重要であり、引き続き ,

着実 ･効率的に実施する必要がある。

○事業をこれまでと同様に着実 ･効率的に実施していく

ために、事業の安定性を強化するとともに、将来のバ

イリソースの世界標準を念頭に置いた品質管理体制を

充実させるべきである。

【委員】

相澤　益男　　　　元東京工業大学　学長

薬師寺　泰蔵　　　慶應義塾大学　客員教授

本庶　佑　　　　　京都大学　客員教授

奥村　直樹　　　　元新日本製鐡（株）　

　　　　　　　　　代表取締役副社長

郷　通子　　　　　お茶の水女子大学　学長

榊原　定征　　　　東レ（株）代表取締役社長

石倉　洋子　　　　一橋大学大学院

　　　　　　　　　国際企業戦略研究科　教授

金澤　一郎　　　　日本学術会議会長

Activities in BioResouce Center
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文部科学省　独立行政法人評価委員会

　平成 19年 5月、平成 20年 6月に文部科学省独立行政

法人評価委員会が開催され、理研バイオリソースセン

ター（バイオリソース事業）の平成 18年度及び、平成

19年度中期目標機関（平成 15年 10月～平成 20年 3月）

の実績について、下記の高評価を得ました。

中期目標期間（平成 15年 10 月～平成 20 年 3月）評価〉

【評価概要】

評価：S

評価理由・留意事項等：

○中期目標期間中にバイオリソースの収集・保存・提供

に関する地道な努力を積み重ね、世界的に高い評価を

受け、動物、植物、細胞、遺伝子、微生物のいずれに

おいても、目標数を大きく上回る実績をあげ、また、

短期間に充分な事業展開をはかり「理研 BRCブラン

ド」の浸透に大きく貢献したことは高く評価でき、中

期目標を十分に達成している。

○加えて、品質面でも、最高品質のバイオリソースを提

供できる管理体制を構築している。ES細胞、iPS細

胞の提供拠点となったことは予想を超える成果であ

り、当該分野の研究振興に貢献するものと高く評価さ

れる。

○ 5年間で世界を代表する生物資源蓄積研究施設を実現

した努力は、高く評価できる。収集、保存技術開発、

各国のバイオリソース拠点との連携、各国の研究施設

への資料提供など、生物学、生命科学、基礎医学、臨

床医学の研究基盤を強力に支えることが確実で、21

世紀の自然科学に大きな貢献をするだろう。国際的な

研究環境、資源活用のフレームの確立競争などを考慮

すれば、日本の国家戦略として将来を考える必要があ

るが、とりあえず、リソース研究開発、技術研修の実

施や、リソースの高付加価値化などの中期目標は十二

分に達成、期待以上の成果をあげたと評価できる。

○多くの国内機関からバイオリソースの提供を受け、バ

イオリソースの国際的な拠点となっている。マウス

iPS細胞の提供を迅速に開始し、2ヶ月で 80機関に提

供できるなど実力を高めている。センター長の運営方

針、センターのビジョンが実現しつつある。

○東北大学加齢医学研究所などを吸収し、統合化を実施

した。アジアネットワークの構築にも貢献した。ジャ

クソン研究所と棲み分け、知財権利マウスフェデレー

ションにおける分担・連携し、ワンストップデータベー

ス（ワンストップショップ）ネットワークを構築して

きた。規模においては世界第 2位ではあるが、保存技

術は世界一であり、技術の harmonizationのリーダー

シップを取っている。defact standardを全部アメリカ

に握られないようにすべき。アジアとのネットワーク

を強化し、生命科学のアジアの底上げに貢献している

ことも評価する。

評価結果を踏まえた今後の法人が進むべき方向性：

○センターの将来像と規模について長期的・計画的な戦

略を持って収集・保存・提供体制等の整備を図ること

が重要である。特に、「標準化」は、さまざまな領域

で日本の針路、可能性を左右する問題といえる。バイ

オリソースの資源管理、活用をめぐる標準化事業は、

重要な国家戦略であることを強く発信すべき。行政、

総合科学技術会議、日本学術会議、産業界などが共通

の意識を持つことなしに事態は前進しない。国際的研

究競争の中で、イニシアティブをとる努力を産官学が

認識する必要がある。

○資料の確認や、保存法の開発など地道な活動の積み重

ねで、センターの拠点としての存在感を高めているこ

とに敬意を表したい。今後も、より充実した拠点とし

て世界最高水準のライフサイエンス基盤を提供される

ことを期待する。

○国内で最大のセンターにはなったが、世界でも only 

oneとなって欲しい。次の期には戦略的に展開し、大

きな成果となることが期待される。

○ゲノム科学総合研究センターから移管されたチームの

参加により、研究開発能力をより一層強化されること

を期待。

○今後、我が国の中核事業として十分な発展を遂げるよ

うな措置がはかられることが重要である。

【委員】

栗原　和枝　　　　東北大学 多元物質科学研究所

　　　　　　　　　教授

樫谷　隆夫　　　　日本公認会計士協会　常務理事

岡本　義朗　　　　三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株）

　　　　　　　　　主席研究員

稲邑　清也　　　　関西国際大学　教授

岡部　洋一　　　　放送大学　副学長

小出　重幸　　　　読売新聞社　科学部長

曽根　純一　　　　日本電気（株）中央研究所　支配人

高井　治　　　　　名古屋大学 エコトピア科学研究所

　　　　　　　　　教授

吉田　光昭　　　　東京大学大学院

　　　　　　　　　新領域創成科学研究科　客員教授
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〈平成 18年度評価〉

【評価概要】

評価：A

留意事項：

○動物、植物、細胞、遺伝子等における世界 3大拠点と

され、世界的なバイオリソースセンターとしての地位

を確実なものとしており、高く評価できる。

○開発事業においても、高度な品質管理技術、増殖・保

存技術、特性解析技術、検索機能等の面で大きな成果

を治めている。我が国の知的基盤整備の一翼を担って

おり、バイオリソース分野で優れた成果をあげている。

○一方、生物資源の収集・保存・提供事業では、バイオ

リソースごとの必要収集保存数などの管理、バイオリ

ソースの収集法、必要な規模に関する説明が不足して

いると考えられる。また、保存のための品質管理やコ

スト削減について、具体的にどの程度の効果があった

のかを説明することが必要である。

【委員】

　　　稲邑　清也　　　　　関西国際大学　教授

　　　小出　重幸　　　　　読売新聞社　編集委員

　　　児玉　隆夫　　　　　大阪市立大学　名誉教授

　　　真行寺　千佳子　　　東京大学大学院

　　　　　　　　　　　　　理学研究科　助教授

　　　曽根　純一　　　　　日本電気（株）

　　　　　　　　　　　　　基礎・環境研究所

　　　　　　　　　　　　　所長

　　　高井　治　　　　　　名古屋大学

　　　　　　　　　　　　　エコトピア科学研究所

　　　　　　　　　　　　　教授

主査　藤嶋　昭　　　　　　（財）神奈川科学技術

　　　　　　　　　　　　　アカデミー　理事長

　　　吉田　光昭　　　　　東京大学大学院

　　　　　　　　　　　　　新領域創成科学研究科

　　　　　　　　　　　　　客員教授

〈平成 19年度評価〉

【評価概要】

評価：S

留意事項：

○ 19年度のバイオリソースの収集・保存・提供は、動物、

植物、細胞、遺伝子、微生物のいずれにおいても、設

立以来最高の件数で、目標数を大きく上回る実績をあ

げ、「理研ブランド」の浸透に大きく貢献したと高く

評価できると考える。加えて、品質面でも、最高品質

のバイオリソースを提供できる管理体制を構築してい

る。

○品質管理ユニットを設立して国際品質マネジメント規

格 ISO9001を取得・維持し、それに従った細胞材料

と微生物材料の品質管理を推進、バックアップ凍結保

存リソース用液体窒素タンクを設置し運用を開始する

など、最高品質の生物資源提供研究機関として、世界

的な評価を受けている。

○ヒト iPS細胞等の研究拠点の設置と運用開始、大学等

と産業利用を円滑に進める仕組みを構築、運用など顕

著な成果をあげた。マウス iPS細胞を 2ヶ月で 80機

関に配布した等、技術・信頼性の蓄積の成果である。

要求に応じた迅速な対応も評価できる。

○バイオサンプルの採集、保存、提供に関する地道な努

力を積み重ね、理研 BRCとして国内外の信頼感を高

めている。国として積極的に推進していこうとしてい

る iPS研究において、iPS細胞の分配、あるいは関連

して ES細胞の分配を託されたのはその信頼感ゆえと

認識する。

○バイオリソースの収集、保存、提供件数は前年を

17％上回って過去最高となり、事業目標数を大きく上

回る実績を収めた。また、保存、輸送技術の開発、資

料の保管場所の分散事業など、100年後をにらんだ継

続的事業としての方向性が明確に見える。一方、生物

資源の収集、保管、提供事業は、今後の産業面での規

格統一、国際的企画、フレーム設定などの動きを考慮

すれば、明らかに国家戦略の課題といえる。政府、財

界、立法を巻き込んだ、早急なイニシアティブ、戦略

の提示が求められる。ここまで視野にいれた広報活動

を期待したい。

○収集・保存・提供件数が順調に伸び、年度計画を上回

る成果を挙げたことは本センターの事業が信頼を獲得

したことの現れであり高く評価される。しかし、規模

の拡大が必ずしも良い成果とは限らないことには留意

する必要がある。

文部科学省 新世紀重点研究創生プラン（RP2002） 
ナショナルバイオリソースプロジェクト評価

　平成 20年 3月にナショナルバイオリソースプロジェ

クト評価委員会が開催され、第 1期（平成 14年度～ 18

年度）の理研バイオリソースセンター（実験動物～マウ

ス、実験植物～シロイヌナズナ、細胞材料～動物培養細

胞等、遺伝子材料～ DNA等）の事業について、下記の
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かっており評価に値する。また、品質管理、他機関の類

似プロジェクトとの連携への努力や体制の見直しに関し

て、評価委員会の意見に基づいて積極的かつ真摯に対応

している。なお、本リソースを活かしていくためには、

研究者コミュニティとの連携が期待されており、今後の

推移を見守りたい。

　本事業において、量的には目標数を上回る成果を挙げ

ているが、人件費やスペース等に制限がある中で、研究

者の要望を整理してメリハリをつけることが、今後は必

要であろう。

　総体的に、本事業は順調に成果を挙げていると評価で

きる。

○DNA（動物・微生物）

　収集、保存、提供の全てにおいて第 1期の目標を達成

しており、その結果世界水準の DNAリソース機関とし

て認知されるようになったことは高く評価できる。日本

固有のリソースの収集、付加情報の付与などリソースの

質の向上への努力や広報活動も十分行われており、ナ

ショナルバイオリソースプロジェクトのモデル的中核機

関であるといえる。今後は、微生物を含むさらに広範な

リソースの戦略的な整備、増え続けるリソースの保存方

法の検討、国外のリソース期間との分担、連携の模索等

を通して DNAリソース中核拠点としてさらに発展し、

国内外の生物学研究に欠くことができない存在となって

いくことを期待したい。

　総体的に、本事業は極めて優れた成果をあげていると

評価できる。

【委員】

主査　磯貝　彰　　　　奈良先端科学技術大学院大学

　　　　　　　　　　　特任教授

　　　大川　安信　　　農業生物資源研究所

　　　　　　　　　　　統括研究主幹

　　　大矢　禎一　　　東京大学大学院

　　　　　　　　　　　新領域創成科学研究科　教授

　　　岡田　清孝　　　自然科学研究機構

　　　　　　　　　　　基礎生物学研究所　所長

　　　小笠原　直毅　　奈良先端科学技術大学院大学

　　　　　　　　　　　理事・副学長

　　　甲斐　知恵子　　東京大学 医科学研究所

　　　　　　　　　　　動物実験研究施設長

　　　竹市　雅俊　　　理化学研究所

　　　　　　　　　　　発生・再生科学総合研究ｾﾝﾀｰ

高評価を得ました。

〈第 1期（平成 14年度～ 18 年度〉評価〉

【総評】

○実験動物（マウス）

　中核機関は、世界第２位の系統数を収集し、マウスリ

ソースセンターの世界的拠点を形成した。品質も高く、

すぐれた収集・保存・提供体制を整えた。MTAも利用

しやすく、国内外の利用状況もよく、また技術の普及に

も努めている。データベース化や情報発信状況も優れて

いる。独自の品揃えと高品質なマウスが保存されており、

世界からの評価も高く、ライフサイエンスへの貢献は大

きいと評価できる。今後さらに表現型を中心とした特性

情報を整備した付加価値向上を計画に入れており、2010

年までに世界最高水準のマウスリソース整備達成目標は

充分可能と期待される。

　総体的に本事業は極めて優れた成果をあげていると評

価できる。

○実験植物（シロイヌナズナ）

　モデル植物として最も重要なシロイヌナズナのリソー

スセンターとして、米国（ABRC）、イギリス（NASC）

の後発であるにもかかわらず、収集量は世界３極体制の

一翼となり、また完全長 cDNAの整備も進め、国際的

に質の高いリソースの収集・供給センターとして認知さ

れるに至った。提供状況も良く、植物研究分野への貢

献が大きく、研究者コミュニティから高く評価されてい

ることは、その活動が学会から表彰されていることから

も理解できる。整備するリソースの種類、質、量の重要

性をよく示した、NBRPの典型的なリソースセンターと

なっている。

　今後、ゲノム解析や野生株特性解析などの付加情報の

充実と公開、品質管理技術向上を図る計画であり、世界

最高水準達成に向け、着実に進んでいると評価できる、

なお、理化学研究所独自の事業として展開されている他

の植物培養細胞などのリソースについては、今後の体制

を議論することが必要であろう。

　総体的に、本事業は特に優れた成果をあげていると評

価できる。

○ 細胞（動物培養細胞、がん細胞）、ヒト細胞

　本リソース担当の中核機関は歴史的にも古く、多数の

がん細胞を含む細胞株を収集・保存 ･提供してきた。し

かし、ここ数年は意欲的な取り組みが進められ、新しい

細胞種－ヒト臍帯血細胞、ES細胞等－の収集保存に向
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　　　　　　　　　　　センター長

　　　田畑　啓之　　　かずさDNA研究所　副所長

　　　垣生　園子　　　東海大学 医学部　教授

　　　星　元紀　　　　放送大学　教授

るとともに、その利用法も含めた普及を実施する。

3. 開発事業

・各系統について凍結胚から個体への発生率等の成績を

ホームページ等で公開して欲しい。

・野生マウス由来系統や凍結の困難な系統など幅広い系

統を対象として胚・精子の凍結保存技術を確立するこ

とが重要である。凍結技術が確立された場合は是非、

公開・普及して欲しい。

・凍結胚・精子の安価な輸送方法の開発が必要である。

・微生物検査については自前の検査も必要だが、やはり

第三者機関を設定し、相互で確認しあえる体制を構築

すべきである。

4. サブ機関／連携機関

・バイオリソースの連携サブ機関として現在まで 9機

関設定されている。5年間に相当額の予算措置がなさ

れたが、旬のリソース開発とバイオリソースセンター

への寄託と云う点では不満足な結果であり、厳正な評

価を実施する必要がある。この評価は研究コミュニ

ティーの代表である本実験動物検討委員会の委員を中

心としたメンバー（必要に応じて、数名の専門家を追

加）により実施する。

・平成 19年度以降のサブ機関に関する方針として、我

が国の重点研究分野のコミュニティーで緊急に必要と

される遺伝子操作マウス系統（100系統 /年）を整備し、

即時に公開、提供することが了承された。

・理研 BRCが独自に、研究コミュニティーに候補操作

遺伝子の公募をすると共に、マウスを作製する機関に

ついても公募を行う。いずれも、理研 BRC内に設置

されている実験動物検討委員会（必要に応じて、数名

の専門家を追加）において選考する。

・指定のフォーマットで導入遺伝子を構築し、マウス

の作出は最も経済的に実施できる機関に委託する。作

出機関には一切の権利を与えず、作出したマウスの第

1次解析の権利は採択提案者に与えるが、原則研究コ

ミュニティーに即時公開する。

5. 提供価格変更

・大学等では、国立大学法人化後時代の流れとして提供

するリソースの価格については、必要なコストを全て

積算し、料金を利用者負担とする方向に急速に移行し

ている。理研 BRCにおいても提供価格のアップは仕

方ない。その際、予算の少ない研究室に対する救済策

についても検討して欲しい。

・非営利事業の性格から、提供にかかる実費を提供手数

料として賦課する場合の積算根拠は明確にする必要が

バイオリソースセンター リソース検討委員会に
おける評価

○実験動物検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 6回〉（平成 19年 2月 2日開催）
1. 対象とするリソースの種類

・ゲノム DNAは、品揃えをしっかりしておいた方が良

いと思う。

・ENUミュータントを初めとするヒト疾患モデルに相

当する品揃えを整えて頂きたい。

・マウスの近交系由来 ES細胞を整備することには価値

がある。遺伝子改変 ES細胞については、既にノック

アウトマウスになっているものはマウスとしての収

集・保存を優先すべきである。マウスになっていない

遺伝子改変 ES細胞は開発途中のもので研究者からの

収集が困難か、マウスの作製に問題があったものと考

えられる。

・組織、臓器の提供については、試料採取の手間や保存

のためのフリーザーのスペース、さらに品質の問題も

あり、利用者の今後の需要、費用対効果を勘案して対

応する必要がある。当面、要望ごとに実費にて対応可

能な範囲にとどめるのが妥当といえる。

2. 世界最高水準を実現するための方策

・日本としての独自性を発揮できる系統、例えば我が国

が先導する脳研究、癌研究、免疫研究、その他日本の

優れた研究成果をもとにつくられたマウス系統を収集

し、国際的な IMSRを通じて海外に情報発信していく

ことが重要である。

・組織特異的および時期特異的に遺伝子発現制御が可能

な Creトランスジェニック系統の整備が望まれる。海

外のノックアウトマウスプロジェクトや Creラインの

動向にも配慮して有用なリソースの整備を進める必要

がある。

・バックグラウンド系統（B6/J v.s. B6/N）の選択は重要

な問題であり、科学的根拠を整備し、世界の動向にも

配慮する必要がある。

・in vivo イメージングにより生理現象を含めた生命現象

を蛍光等で可視化できるようなモデルマウスを収集す
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ある。

〈第 7回〉（平成 20年 1月 24 日開催）
1.実験動物開発室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① マウス系統は巨額な科学研究費によって作製された

貴重な日本の資産・資源である。その整備は研究コ

ミュニティが支援し、国として運営されるべきもの

である。

② バイオリソースに愛情を持つ人が継続的にいて初め

て、品質の維持・向上が可能となる。リソース事業

では継続的な雇用体制を整備することが重要である。

③ 効率だけ考え、売れるマウス系統のみ保存し他は全

部切れば一番簡単だが、それをやったら基盤整備の

ためのリソースセンターとして価値がない。どんな

ものでも収集保存をするというのが大事である。

2.バイオリソースごとの必要収集保存数などの管理、バ

イオリソースの収集法、必要な規模

① 生体で維持するマウスをどの様な基準で選択するか、

利用頻度に応じた管理が行われているかを明確にし、

利用者の成果とその経済価値が算定できれば説得力

がある。

② 特に重要な近交系は永続性という観点から胚で保存

し、Transgenic及び knockoutなど、市販の B6バック

グラウンドでよい場合は精子保存が効率的である。

③ 凍結精子の場合は、系統によって生存性にばらつき

があるため、ICSIなどのシステムも併せて持ってお

く必要がある。

④ バイオリソースは一旦捨てたらば戻らない。廃棄せ

ず凍結保存すべき。但し、凍結胚・精子の場合はリソー

スに付いている情報をしっかり持つ必要がある。

3.提供手数料について

① すぐに使える生体マウスの価値は凍結胚に比べて極

めて高い。減価償却分も入れたら、1匹、何十万円

という値段になり、生体マウスの価格アップは問題

ない。

② マウス・ラットの利用者には、1万円を超えると抵抗

がある。2万から 5万の市販の遺伝子操作動物が妥

当である。

4.ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）に

おけるリソースを利用した研究成果であることの明示

等について

① リソースの由来の明記については、謝辞よりも材料

と方法への記載が適切である。利用者へ例文と記載

方法を示す必要がある。

② リソースの由来を記載しない人への対策として、関

連ジャーナルのエディタに由来の明記がない場合は

論文を通さないよう要請する。

③ リソースセンターから利用者の論文発表の有無を調

査し、論文の中でのリソースの記述の有無を確認し、

由来の明記を怠った人には由来の明記を強く促す。

5.その他

① 系統名については国際ルールに基づいて BRCが

Jackson研と協力して指導的役割を果たすべきであ

る。論文中の系統名や通称、遺伝子名の改訂等にも

対応した検索システムと情報整備が望ましい。表現

型の記述法についても、バイオリソースセンターが

率先して関わりデファクトスタンダードを構築して

欲しい。

② 奈良先端大・石田先生のトラップラインについては、

トラップ遺伝子、表現型等の詳細情報の付加・充実

が必要である。マイコプラズマ感染チェックは 260

株を一度に実施することは現実的でなくリクエスト

に応じて対応する予定である。また、マウスのマイ

コプラズマでない場合はマウスにしてから継代によ

り汚染が除かれる可能性もある。

③ 将来的に増加し続けるマウスリソースを海外機関と

重複して維持して輸送経費を軽減するという考えに

関して議論が行われた。世界の代表的マウスリソー

ス機関では重複して系統を保持することは知的財産

権の問題があり行わない方針である。さらに世界の

マウスリソースの量は既に相互に重複して維持可能

な量を超えており、国際的な分担が必要と考えられ

ている。流通の円滑化や輸送方法について FIMReで

議論されている。

【委員】

伊藤　豊志雄　実験動物中央研究所

　　　　　　　ICLASモニタリングセンター

　　　　　　　センター長代理（実験動物学）

　　　　　　　（平成 19年度～）

木南　凌　　　新潟大学大学院 医歯学総合研究科

　　　　　　　教授（分子遺伝学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

城石　俊彦　　国立遺伝学研究所

　　　　　　　教授（哺乳類遺伝学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

日合　弘　　　滋賀県立成人病センター研究所

　　　　　　　所長（実験病理学）
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　　　　　　　（平成 13年度～ 18年度）

山村　研一　　熊本大学 発生医学研究センター

　　　　　　　教授（遺伝子の発生工学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

横山　峯介　　新潟大学 脳研究所

　　　　　　　附属生命科学リソース研究センター

　　　　　　　教授（哺乳類の発生工学及び生殖工学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

米川　博通※　東京都臨床医学総合研究所

　　　　　　　副所長（疾患モデルマウスの系統樹立）

　　　　　　　（平成 13年度～）

　※：委員長

○実験植物検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 6回〉（平成 19年 1月 26 日開催）
1. 対象とするリソースの種類

　他の植物リソースの中核機関から cDNA等のバック

アップの要請があった場合には対応が必要である。

2. 世界最高水準を実現するための方策

①シロイヌナズナリソースのクオリティを上げるには、

関連する情報を集め、いろいろな論文の発表状況等を

含むデータベースを作ることも必要と思われる。

②リソースの関連情報の検索では、グーグル等検索エ

ンジンが、関連語彙の収集を始めようとしているとい

う話があり、また、エルゼビアが学会の論文を全部シ

ステム化し大学等に高額で購読提供する等しており、

上記環境を踏まえて情報の整備を行うことが重要と思

われる。

3. 開発事業・人材育成

①リソース分野に関わる開発研究は、時間、労力もか

かると思われ、質の良いスタッフの確保、研究員の確

保が非常に重要である。

②大学改革の流れの中で、大学の学部、大学院等でバ

イオリソースを専門に扱う学科等が設置されており、

そのような大学及び農林水産省の研究機関とも連携を

とりながらの人材確保も重要と思われる。

③技術員のレベルアップと人員削減等の対処の方法と

して、バイオ関係の技術専門学校等と連携して、相互

に技術のノウハウを学生に対して教育し、優秀な技術

員は理研 BRCに雇い入れるといった方策が良いと思

われる。

4. 提供価格変更

　リソースの分与に関して、受益者負担を前面に掲げ

ると商売のようになり、リソース整備事業の本質が歪

められてしまう可能性がある。実費と云う考え方と無

償と云う意味の絶妙なバランスを維持することが重要

である。

・ライフサイエンス研究の発展のために、バンクにおい

てはリソースの種類毎にそれぞれの特性を踏まえたう

えで、実費、無償の基本的な考え方の枠組みを設計し

ておくことが重要と思われる。

〈第 7回〉（平成 20年 1月 25 日開催）
1. 実験植物開発室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① 作物に対するモデル植物としてのシロイヌナズナの

位置づけを明確にすることによって、単に基礎研究

の材料としてではなく 100年を見越した展望が開け

てくると思われる。そのために、食料問題に取り組

むための研究ストラテジーを構築し、その中に基盤

整備を位置づけるべきである。

② 作物のモデルとしてのシロイヌナズナを考えた場合、

串刺しデータベースが非常に重要となる。モデル植

物や作物のアレイデータなどを取り込むことを検討

してほしい。

2. バイオリソースごとの必要収集保存数などの管理、バ

イオリソースの収集法、必要な規模

① 旬を過ぎたリソースの扱いについては長期に保存で

きる手法を開発し保存するといった技術開発が非常

に重要である。

② 旬のリソースについてはコミュニティの開発を待つ

ばかりでなく、自らが積極的に開発するリソースも

事業を伸ばすためには必要である。

3. 提供手数料について

　 提供手数料の改訂について海外水準に関する質疑の

あと特段の意見はなく了承された。

4. ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）に

おけるリソースを利用した研究成果であることの明示

等について
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　 論文の記載の明示については従来通りで問題はない。

今後は文科省の方でも略語を工夫して頂いた方が良

いと思われる。

5. その他

　 植物で望まれているものはノックインなどトランス

フォーメーション技術の向上である。情報を集めた

うえで将来検討してほしい。

【委員】

大川　安信　　農業生物資源研究所 ジーンバンク

　　　　　　　ジーンバンク長

　　　　　　　（植物遺伝学、作物育種学）

　　　　　　　（平成 18年度～ 19年度）

岡田　清孝※　自然科学研究機構 基礎生物学研究所

　　　　　　　所長（植物分子遺伝学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

荻原　保成　　横浜市立大学 木原生物学研究所

　　　　　　　教授（細胞遺伝学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

鎌田　博　　　筑波大学大学院 生命環境科学研究科

　　　　　　　教授（植物発生分化）

　　　　　　　（平成 13年度～）

後藤　伸治　　宮城教育大学

　　　　　　　名誉教授（植物生理学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

篠崎　一雄　　理化学研究所 植物科学研究センター

　　　　　　　センター長（植物分子生物学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

田畑　哲之　　かずさ DNA研究所

　　　　　　　副所長（シロイヌナズナ DNA構造解析）

　　　　　　　（平成 13年度～）

　※：委員長

○細胞材料検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 6回〉（平成 19年 1月 16 日開催）
1. 対象とするリソースの種類

①マウス ES細胞株も含めて、細胞株全般に関して、株

間での性質の違い等を考慮して、同一種類の細胞をど

の程度収集・保存する必要があるのか検討して欲しい。

②ヒト ES細胞についてはできるだけ早くバイオリソー

スセンターから提供して頂きたい。

③マウス ES細胞に関しては、遺伝子欠損マウスを作製

することを目的として樹立された細胞や特定遺伝子の

発現を GFP発現で置換するようにした細胞などが多

種類存在している。こうした細胞に関しては、研究者

のニーズも高いと思われるので、寄託依頼があれば積

極的に応じて欲しい。

④ヒトES細胞に関しては現在、理研発生･再生センター

が遺伝子組換えES細胞株を非常に多く作製しており、

これを BRCで提供して頂きたい。

2. 世界最高水準を実現するための方策

①収集に関しては、関連学会等に積極的に参画し能動

的な活動が必要である。

②世界的な時代の流れは、実験動物からヒト ES細胞を

使った薬効試験等にシフトしていくのではないかと思

われ今後の対応が必要である。

③ヒト ES細胞の利用面を考えて将来の医療にも結びつ

くような医療用の ES細胞と云う形で樹立を考える必

要もある。特に、培養方法も含めて基盤技術から検討

を加える必要がある。理想としては、フィーダーフリー

で、無血清での培養法を確立できればベストである。

3. 開発事業

①細胞株の場合であっても、継代培養の途中で性質が

変わってしまうことがあり得る。従って、経時的な性

質の変化にも配慮する必要がある。

②ヒト癌由来の細胞株の遺伝子発現解析を行うことは

極めて有意義である。単に由来組織を検定するという

だけの意義ではなく、様々な応用が可能であり、是非

積極的に進めて欲しい。

③ヒト臍帯血は、営利機関への提供を開始したものの、

使用機関の倫理委員会の承認を求めており、容易には

使用できない状態である。一方で、海外から輸入され

ている臍帯血は倫理委員会の審査なく使用が可能であ

る。理研 BRCからの提供に関しても、使用機関の倫

理審査を省略できる方策を考えて欲しい。

④ヒト ES細胞に関して、日本の指針に従えば輸入でき

るはずだが、具体的に倫理的な対応はどの程度必要か

という情報が、ユーザー側がそれぞれの機関に打診し

て情報を得る形であり輸入が難しい環境になってい

る。BRCのようなリソース機関が環境改善を図って

頂きたい。

⑤ユーザーに対して提供した細胞を利用してどのよう

な結果が得られたか等、追跡的な調査が重要である。

4. サブ機関／連携機関

①関連する最先端の研究部門と密接な連携を図ること

により、お互いに相乗効果が出せるようなシステムを

構築する必要がある。
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②理研内部の関連研究部門、理研傘下の研究所等と連

携を維持し、交流を促進できるようなシステムを構築

する必要がある。

③平成 19年度からはサブ機関の公募を行い、選考する

こと、並びに、サブ機関の選考委員会を本リソース検

討委員会が兼務することに異論はない。

5. 提供価格変更

①「提供価格の変更」及び「寄付金制度の導入」等を

含めて、運営費に関する検討を進めていくという方針

に異論はない。

〈第 7回〉（平成 20年 1月 24 日開催）
1.細胞材料開発室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① 理研BRCから提供した細胞株が研究者から信頼され、

「細胞を用いた研究は理研の細胞株を使用しないと質

の高い研究ではない。」というようなところまでレベ

ルを高めることが重要である。

② アカデミアの拠点を各地に設定し、事業を多角的に

展開していくことも有意義と思われる。

③ 今後はアジア諸国が発展し、研究のアクテビィティー

も高まるものと思われるので、10年、20年後を見据

えて、協力関係を構築しておくことが得策と思われ

る。

④ 理研 BRCには細胞株の寄託時に必然的に培養条件等

の情報や様々なノウハウが提供され、細胞そのもの

のみならず細胞培養技術に係る情報も蓄積されてい

る。従って、理研 BRCは、標準細胞株の提供機関と

してのみならず、研修等を通して標準培養技術を提

供する機関としての機能も果たして欲しい。

⑤ 米国 FDAで認可している無血清培地でさえ、ロット

間のバラツキが大きく、目的の細胞の培養ができな

いことがある。米国でさえこのような状況であり、

従って、日本では、理研 BRCが中核になって、将来

を見据えて、培養に必要な基盤技術を安定的に確立

することが非常に重要である。

⑥ 細胞株の品質管理について学会等で理研 BRCの研究

者が講演し、マイコプラズマ汚染や細胞の取り違え

に関する具体的な数値を提示し、細胞株の品質管理

について研究者に啓発する必要がある。

2.バイオリソースごとの必要収集保存数などの管理、バ

イオリソースの収集法、必要な規模

① 収集にあたっては重点化を図る必要がある。資金と

か人を投下する細胞株と、そうでない細胞株に選別

して運用する必要がある。

② 抗体を産生する細胞（ハイブリドーマ）が国内にも

たくさん存在している。こうした細胞資源の恒久的

な保存も検討して欲しい。

③ iPS細胞樹立技術は、個人特性を有する様々な臓器・

組織の細胞を作成する基盤技術として大きく発展す

ると思う。こうした新規細胞材料を多くの研究者が

有効に活用するためには、標準となる培養技術等を

普及することが必須である。

④ ヒト ES細胞の場合は機関内審査と国の二重審査が必

要だが、ヒト iPS細胞の場合は全くノーチェックで、

安易にヒト iPS細胞を使い、生殖系列細胞等への分

化等のいろいろな研究が進む可能性があり、非常に

危惧している。現状、京大からのヒト iPS細胞の提

供については、ヒト ES細胞使用機関にのみ提供して

いる。ヒト iPS細胞を理研 BRCから配る場合には、

この点についてしっかりと議論をして進める必要が

あると思われる。

3.提供手数料について

　 提供手数料の改訂はやむを得ず、問題ないと思われ

る。

4.ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）に

おけるリソースを利用した研究成果であることの明示

等について

　 長年の宿弊である省庁の壁を取り払うという観点か

らはナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）

という表記は有効に働くと思われる。

【委員】

赤池　敏宏　　東京工業大学大学院 生命理工学研究科

　　　　　　　教授（細胞工学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

今村　亨　　　産業技術総合研究所脳神経情報研究部門

　　　　　　　シグナル分子研究グループ

 　　　グループリーダー（細胞増殖因子）

　　　　　　　（平成 13年度～）

笹井　芳樹　　理化学研究所
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　　　　　　　発生・再生科学総合研究センター

　　　　　　　細胞分化・器官発生研究グループ

　　　　　　　グループディレクター（ES細胞）

　　　　　　　（平成 13年度～）

中畑　龍俊※　　京都大学大学院 医学研究科

　　　　　　　教授（血液幹細胞）

　　　　　　　（平成 13年度～）

中山　睿一　　岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

　　　　　　　教授（免疫生物学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

仁藤　新治　　田辺製薬（株） 先端医学研究所

　　　　　　　所長（ES細胞）

　　　　　　　（平成 15年度～ 18年度）

許　南浩　　　岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

　　　　　　　教授（分子細胞生物学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

　※：委員長

○遺伝子材料検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 6回〉（平成 19年 1月 19 日開催）
1. 対象とするリソースの種類について

① cDNA 15k、7.4kの NIA、マウス cDNA 15k、7.4kセッ

トのユーザーについてだが、普通の研究室では使えな

い場合が多く、偏った部分の特定の研究者に使われて

いるとなると公共性に乏しいと思われる。従って、機

能別に分けセットとし、より多くの研究者が使えるよ

うにする改善が必要と思われる。

②新規材料としてタンパク質のような遺伝子産物を収

集することに対して、研究者からのニーズは明らかに

大きいと思われる。なぜなら、既に遺伝子、cDNAを

とることはどこの研究室でも大体出来るようになって

いる状況にあるからである。しかし、合成化合物ライ

ブラリー、天然物ライブラリーとか糖鎖等の場合、理

研内及び産総研のプロジェクト等とかなりオーバー

ラップする部分も出てくる可能性があるので、その辺

の仕分けに注意する必要がある。

③タンパク質の提供事業を進めるのであれば、提供す

るタンパク質の絞り込みを行い、研究ニーズのあるも

のに関して厳格なクオリティーコントロールしたもの

を持たないと、なかなか利用されないと思われる。

2. 世界最高水準を実現するための方策

①タンパク 3000のプロジェクトが終わった段階で、研

BRCにシステマティックに寄託する方法が良い。既

にアメリカではモレキュラーライブラリープロジェク

トが動いており、日本でも組織横断的に構築しなけれ

ばならない。

②遺伝子材料開発室の将来展望については多岐に及ん

でおり、事業規模が多角的に膨らみすぎている懸念が

ある。経費的な面も含めて整理して運営を行わないと

全てを網羅するのは難しいと思われる。

③理研 BRCの事業の永続性を考えた場合、理研の内の

議論に留まらずに、文科省も含めて官側の協力と理解

がなければ解決できない問題もあり、何かしらの方策

が必要と思われる。

3. 開発事業

①ゲノムリソースの保存方法についてだが、液体窒素

タンクでの保管に二重、三重にチェック機構があれば

安全性が高く、フリーザーから移行することは可能と

思われる。また、凍結乾燥法の保存技術が確立できれ

ばコストも極力抑えることができ、また長期的にも安

定性が保たれるのでこの分野の技術開発が必要であ

る。

②タンパク等の提供事業を考えた場合、3の事項を踏ま

えて、確固たる技術を事前に確立しておくことが非常

に重要である。従って、将来を見据え、今から資源の

配分を考えておくことが必要と思われる。

③タンパク、糖等の場合、既に市販されているものと

は別に、バンクから供給する意義のあるもので、かつ

品質が安定しているものについてはバンクより供給が

可能と思われる。

④タンパク等の場合、理研 BRCで試験的に扱って、利

用があるかどうか確認することも必要と思われる。ま

ずはプラクティカルに行い感触を掴むことが大切であ

る。恐らく大きく広げるというほどのものにはならな

いと思われる。しかし、ユーザーが少ないという事で

重要度が低いと云うわけではなく、少ないものであっ

ても研究に大きく貢献するような重要なものとなる可

能性もあるので追求して頂きたい。

4.提供価格変更

　「提供価格の変更」についてはリソース事業の継続的

運営を考慮した場合、利用者負担、実費負担に関する

検討を進めていくという方針に異論はない。

〈第 7回〉（平成 20年 1月 11 日開催）
1. 遺伝子材料開発室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① バイオリソースセンターは、世界に冠たるセンター
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を目指している。それにしては予算規模が少なく、

これで世界に冠たるとはいかないと思う。

② 世界最高水準を望むのであれば、欧米諸国、アジア

新興国とリソースの数量で勝負するのは無理があり、

なにか一つに特化し日本がシェアできるようなとこ

ろを狙っていくことが必要だ。

③ 将来を見据えた場合、プロモーターバンクは非常に

これから伸びると思う。ヒト、マウスだけでなく、

いろいろな生物のプロモーターという需要が出てく

ると思うので組織的な見地より考えた方が良いと思

われる。

④ 遺伝子材料の保存技術について、長期的には非常に

重要であり、新しい方法まで踏み込んだ開発が必要

と思われる。DNAの場合は濾紙に染み込ませて送付

というのがあるが、このような方法が将来的に可能

になればかなり簡便な保存になると思う。保存ばか

りでなく輸送方法も検討する必要がある。

2. バイオリソースごとの必要収集保存数などの管理、バ

イオリソースの収集法、必要な規模

① セットバンク化構想は良いと思う。PCRの使用で確

かに全体の 8割ぐらいまではクローニング可能であ

り簡単だが、残りの 2割が非常に大変である。実際

に取り組まれている先生のところに行って、全て貰っ

てくることが重要である。退官されるときに著名な

先生にセットで頂きコレクション化することが良い

と思う。寄託にあたっては、バイオリソースセンター

の研究者が寄託先の機関に出向き移管作業をすると

良い。その旨をホームページ等で公開しておくと良

いと思う。

② 非常に詳細な転写物の解析を行う場合、例えばエピ

ジェネティクスな変化を起こす試薬を使用した場合、

転写因子等は 500～ 600の動きがある。今まで想像

していた以上に色々なものが有意に動くという事が

見えてきている。このような観点から、転写因子を

セット化する場合には、是非、500～ 600あると言

われている全部を網羅化するバンキングをやって頂

きたい。

③ モンゴロイドの健常人血液細胞の EBウイルストラン

スフォーム細胞については、遺伝子材料開発室の方

で DNAを抽出すればゲノムリソースとして提供する

ことができ、これは需要があると思われる。

3. 提供手数料について

　 提供手数料の改訂については実質値上げということ

になるのだが、現在の手数料より格段に高くなるわけ

ではないので問題ないと思われる。

4. ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）に

おけるリソースを利用した研究成果であることの明示

等について

　 論文の記載については、研究者の意識改革が必要だ。

なかなか仕方ない面もあるのだが、少なくともアク

ノレッジメントは書いて頂く必要があると思う。

5. その他

　 生物多様性条約についてだが、2010年の名古屋での

COP10のときに、その作業部会において、そのガイ

ドラインに法的拘束力をつけようという流れで動い

ており今後、国内で法的拘束力が付加される可能性

がある。－アメリカは現在本条約に批准していない、

アメリカが批准しない限り日本の法制化では、国益

は少ないと思われる。

【委員】

斎藤　泉　　　東京大学 医科学研究所

　　　　　　　教授（ベクターの開発）

　　　　　　　（平成 13年度～）

菅野　純夫　　東京大学大学院 新領域創成科学研究科

　　　　　　　教授（ゲノム科学）

　　　　　　　（平成 19年度～）

長谷川　護　　ディナベック（株）

　　　　　　　代表取締役社長

　　　　　　　（遺伝子治療診断用のベクター開発）

　　　　　　　（平成 13年度～）

濱田　洋文　　札幌医科大学 医学部

　　　　　　　教授（ウィルスベクターの開発）

　　　　　　　（平成 13年度～）

増保　安彦　　東京理科大学 薬学部　教授

　　　　　　　（平成 13年度～ 18年度）

松島　綱治　　東京大学大学院 医学系研究科

　　　　　　　教授（分子予防医学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

宮崎　純一※　大阪大学大学院 医学系研究科

　　　　　　　教授（ベクターの開発）

　　　　　　　（平成 13年度～）

向井　鐐三郎　横浜薬科大学　教授 /

 　　　医薬基盤研究所

　　　　　　　霊長類医科学研究センター　客員研究員

　　　　　　　（霊長類疾患ウイルスの解析とその予防）

　　　　　　　（平成 13年度～）

吉田　純　　　名古屋大学大学院 医学研究科
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　　　　　　　教授（脳腫瘍の診断と治療）

　　　　　　　（平成 13年度～ 18年度）

　※：委員長

○微生物材料検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 3回〉（平成 19年 1月 26 日開催）
1. 対象とするリソースの種類

①新種寄託にあたって、分類が難しい菌種の場合 16S

も含めて ISOとの整合性をとりつつ多少リスクはあっ

ても、研究材料として研究者ニーズに対応しなければ

ならないと云う場合もある。ISOの範疇から越えた要

素を踏まえつつ絶妙なバランスで ISOと共立出来る

システム構築が必要である。

②古細菌は特殊環境や極限状態下のみで生息すると思

われがちであるが、普通環境下でも見られる場合もあ

る。未だ、未知の部分が多く培養技術が確立されてい

るとは云えない。現在培養されている古細菌は、ごく

一部分でしかないことが最近判りつつあり今後の研究

が期待される分野である。

2. 世界最高水準を実現するための方策

①学術論文発表のための新規基準株において寄託証明

書（Certifi cate）の発行数は世界の微生物リソースセ

ンターの中で第 2位である。世界最高水準という意味

で、基準株を収集し保存を行い提供するという業務を

さらに拡充する必要がある。

②現在の旗印である健康、環境に加え、東大分子細胞

生物学研究所からの IAMコレクションの移管に伴い、

学術研究用の日本のコアとなった。「学術的に重要な

微生物」についても旗印の中に入れる必要がある。

③ CBDに関して途上国は、遺伝資源の利用特許申請に

当たって原産国の証明書の添付のない出願書は特許庁

が受け付けないように特許法の改正を要求している。

上述の点に難色を示しているのがオーストラリア・日

本等で、EUは過剰規制に対する歯止めをかける条件

付で原則的に同調している。以上のような環境下、特

許出願時に Certifi cateの提出が、世界的な制度になる

可能性もないとは云えない。

④ 2010年に CBDの第 10回締約国会議を日本（愛知県）

で開催すべく招致の提案を行うことが閣議決定した。

この機会を利用して、理研バイオリソースセンターの

CBDへの対応を含めた広報活動の好機としてはどう

か。

⑤上述の如く、新種登録と生物多様性条約（CBD）に

関連して、論文発表にあたっては、予め 2箇所のカル

チャーコレクションの機関に寄託しなければならず、

この場合 CBDの見地からその当時国の当局が認めな

い場合等、国として許可を出せないと云う矛盾点も併

存するが、現状、縛りのきつい東南アジア等でも前述

のような事例は少なく特に問題はないと思われる。

⑥MTAに関連して、日本の研究者は認識が非常に甘い

点が挙げられる。例えば、海外から受け入れたリソー

スについては、権利状況の確認等をするとともに、得

られた研究成果の扱いについて注意し、研究成果が藻

屑とならないよう注意すべきだ。

3. 開発事業

①菌種同定、菌株レベルでの識別方法の技術開発を充

実して頂きたい。

②品質管理の指標として 16Sは重要だが、16Sを実施

した解析結果が○○○と異なっていた場合すぐカタロ

グから落としてしまう場合が多い。このような方法は

対処の方法として正しい解決策ではない。既に提供し

ていた事実がある場合でも、ユーザーに対しては常に

アクセス出来るようにした上で学名も変えずに、シー

クエンスを実施した結果を記載した上で変更して行く

方法が得策と思われる。基準株の情報が違っている場

合は、速やかに処置すべきだが、参考株の同定等の場

合は活性等にユーザーが興味を持っている場合が多

く、必然的に対処の方法が異なると思われる。いずれ

の場合も由来及び特性に関する情報は正確に記載され

ていなければならない。それぞれの事象に応じてユー

ザーに的確に情報を流すことが重要である。

③バクテリアの場合、いろいろな分類群ならびに系統

によって 16Sの相同率が高いため、区別が困難な場

合があり、16Sの解析結果が分類学上の絶対的なもの

ではないことを考慮する必要がある。

4. サブ機関／連携機関

①他機関との連携について、現在、鈴木委員は日本微

生物資源学会カルチャーコレクション委員会の委員
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長、辨野室長はその会長をされている。このような関

係を有効活用して連携を図ることが重要である。

②他機関との連携において、まず国内の連携を強化し

て行く必要がある。特に NITE、農水等と連携を図る

ことが重要である。国際連携では、アジアの国々と微

生物資源と云うものの活用を考えながら連携を図る必

要がある。

③ NITEは産業用微生物と云う種分けで活動をしている

が、微生物保存機関として基準株以外の参考株を多く

提供することが NITE、JCMともに必要である。両機

関ともに、参考株の特徴を打ち出すことが重要である。

5. 提供価格変更

　「提供価格の変更」についてはリソース事業の継続的

運営を考慮した場合、利用者負担、実費負担に関する

検討を進めていくという方針に異論はない。

〈第 4回〉（平成 20年 1月 29 日開催）
1. 微生物材料開発室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① 世界最高水準を維持するためには、16Sによる確認

だけでなく他の遺伝子の導入、ITS等により解析を

行う必要があると思われる。16Sでは種は区別でき

ない場合が多く、これらの分野で世界に発信できる

情報を構築することが必要と思われる。

② 旗印として環境・健康分野の微生物を整備する目標

を掲げているが、環境・健康の研究分野で微生物学

の動向が、5年、10年後にどのように変化するか見

据える必要があると思われる。また、前述の旗印に

関係する微生物が具体的にはどのような微生物種で

あるか見極める必要がある。研究者の微生物ニーズ

の動向と旗印に関与する微生物の相互関係を見極め

ながら適正なリソースの整備を行う必要がある。

③ ロードマップについてだが、BSL2の収集にあたって、

全て網羅するようになっているが、まず順位付けを

行い整理したうえで、収集にあたって特に重点を置

く部分を明確にしておく必要がある。

2. バイオリソースごとの必要収集保存数などの管理、バ

イオリソースの収集法、必要な規模

① 保存・維持にあたって、その微生物のニーズに合わ

せて保存方法の適正化を図る必要がある。提供数の

多い株については保存株を多く、そうでないものは

最小数量で維持を行う等、需要に応じた適正な保存

方法を在庫管理も含めて条件を設定していく必要が

ある。

② 病原微生物の保存は保存期間ではなく各大学の機関

が収集している場合が多く、扱っている教授等が退

官された場合に散逸してしまう場合がある。この辺

のところを是非サポートして頂きたい。恐らく今後

5年間ぐらいで毎年 500株程度は発生すると思われ

る。

③ 環境分野では極限環境、耐寒性、耐熱性等、特殊な

環境の微生物を収集する方向になっている。環境問

題に直接関与している課題、例えば、現状バイオマ

スエネルギー分野で植物のリグニン分解は非常に困

難とされており、そこに絡む微生物の探索が重要な

課題となっている。現在の環境分野の研究動向を踏

まえて収集方法の再検討を行う必要があると思われ

る。

④ 既に旗印として掲げている健康・環境という分野で、

微生物の寄託、提供業務をとおして事業の成果とし

てどのような貢献がなされたかを明確にアピールす

ると良いと思われる。

⑤ 将来、微生物学の研究分野で、ゲノム情報が不可欠

となってくると思われる。ワンランク上のゲノム情

報が付加された微生物を提供していく必要がある。

3. 提供手数料について

　 提供手数料の改訂について、今年度は実施せず、こ

れまでと同価格で提供する。

4. ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）に

おけるリソースを利用した研究成果であることの明示

等について

　特に、研究成果であることの明示についてコメント等

はなかった。

5. その他

　 人材育成に関して、筑波大との連係というものをさ

らに強化するため、新連係を模索し、可能なら独自

の専攻を創設する。例えば、バイオリソース学専攻

というものが理想と思われる。

【委員】

伊藤　進　　　北海道大学 創成科学共同研究機構

　　　　　　　特任教授 /

　　　　　　　海洋研究開発機構

　　　　　　　プログラムディレクター（応用微生物学）

　　　　　　　（平成 16年度～）

篠田　純男　　岡山理科大学 理学部 臨床生命科学科　

　　　　　　　教授（環境病原微生物）

　　　　　　　（平成 16年度～）
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鈴木　健一朗　製品評価技術基盤機構

　　　　　　　バイオテクノロジー本部

　　　　　　　生物遺伝資源部門　部門長

　　　　　　　（微生物分類学）

　　　　　　　（平成 16年度～）

炭田　精造　　バイオインダストリー協会

　　　　　　　常務理事（生物資源と産業利用）

　　　　　　　（平成 16年度～）

西村　和子　　千葉大学

　　　　　　　名誉教授（病原真菌学）

　　　　　　　（平成 16年度～ 18年度）

三上　襄　　　千葉大学 真菌医学研究センター

　　　　　　　センター長（病原性放線菌）

　　　　　　　（平成 19年度～）

渡邉　信※　　筑波大学大学院 生命環境科学研究科

　　　　　　　教授（微生物系統分類学 /生態学）

　　　　　　　（平成 16年度～）

　※：委員長

○情報検討委員会

【今後の方針についての提言】

〈第 5回〉（平成 19年 7月 31 日開催）
1. 対象とするリソース情報の範囲

情報解析技術室長からは、以下の方針が提案された。

ⅰ 各リソース開発室が新たに収集したリソースの情報

が最優先の対象である。

ⅱ 情報解析技術室が扱う情報は、リソースあっての情

報である。従って対象とするリソース情報はＢＲＣ

が扱うリソースの情報に絞ることを原則とする。

ⅲ それ以外の情報については、BRCが扱うリソースと

の関連性などを精査した上で取り扱う。

それに対して委員等からは、以下の意見が出された。

① BRCのデータベースの考え方として、ここの強みは

リソースに基づいた情報だと思っている。しかし、

理研の全てのリソースが網羅されているとより良い

と思われる。

② BRCがリソースに固執し過ぎると殻に閉じこもって

しまいそうな気がする。可能性があるのであれば、

幾らでも広げれば良いと思う。

2. 世界最高水準を実現するための方策

情報解析技術室長からは、以下の方針が提案された。

ⅰ リソース情報を常に最新にしておくことが、リソー

ス自体の価値を高め、事業の水準を決める重要な要

因となる。したがって新規に収集したリソースを遅

滞なく整備・提供するばかりでなく、既存のリソー

スに関しても、常に最新の情報を収集・提供してい

く必要がある。

ⅱ 提供したリソースを用いて世に出された成果文献の

収集、公表についても、これまで以上に力を入れて

いきたい。

ⅲ 現在は収集・提供していない種類の特性情報につい

ても、各リソース開発室との連携のもと、費用対効

果を考慮しつつ、導入時期を見計らっていきたい。

それに対して委員等からは、以下の意見が出された。

① バイオリソースセンターの成果に関して、リソース

がイニシアチブを発揮するためにはバイオリソース

センターのリソースを利用してどのような論文が作

出されているかということを発信することが非常に

重要である。

② ライセンスやセキュリティーの問題にも注意を払っ

ていく必要がある。

3. 開発事業と関連機関の設置、関連データベースの連携

情報解析技術室長からは、以下の方針が提案された。

ⅰ 各リソース開発室が新規リソースの・開発・保存・

提供事業を開始する、あるいは新しい種類の特性情

報を提供することにともなう開発が、最も優先され

るべき開発事業である。

ⅱ リソース間の関連付けや、各リソースの関連データ

ベースとの連携を進め、BRCのリソース情報を充実

させるための開発を行う。

ⅲ 事業を進めていくと、リソース情報の整備の対象が

BRCの取り扱っているリソースをこえて広がる可能

性も考えられる。その場合には当該リソースならび

にそのリソース情報を取り扱っている機関との連携

が必要となるだろう。

ⅳ ライフサイエンスの統合データベースを実験科学者

にとって真に有用なものとするためには、リソース

データベースの統合が不可欠である。統合の際には

データの提供をおこない貢献したい。

ⅴ 開発を進める上で問題となるのが、開発に要する事

業費やマンパワーの確保である。日々の提供業務に

それらの相当部分が割かれてしまい、開発までには

なかなか回らないのが現状である。

それに対して委員等からは、以下の意見が出された。

① リソースの専門家でなくとも使えるような検索シス

テムにして欲しい。初心者にも分かりやすいように

簡単な概要を表示してはどうか。

② 全体的にホームページの内容に関しては、アドバン
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スがあった。特性情報が充実してきており、データ

や写真でダウンロードファイルを整備・更新してい

く等大変な作業だと思われる。これらは非常に進展

したところで大変素晴らしい。

③ さまざまな検索サービスを設定していくとシステム

が重くなるので、何らかの指標を持って効率化を考

えてはどうか。

④ いろいろな種にわたってホモロジー検索ができると

非常に便利だと思われる。

⑤ 前項に付随して多分 BACクローンでは、非常に大き

なセグメントになる。その大きなセグメントを単位

にした相同性の検索は現在まで存在せず、大変興味

深い。しかし、生物種が非常に多岐に亘り、遺伝子

と遺伝子の間のインタージェニックなり、領域とい

うのもたくさんその情報が入り、この辺をどのよう

に扱うかが非常に重要である。

⑥ cDNAクローンについては他の機関等でも保持され

ているところは結構あると思われる。そういう情報

はインターネットで得られるのだが、それを情報の

レベルで統合してこの SABREの枠組みに載せてい

くことが必要と思われる。

⑦ 現状では、すでに育成されている人材を外部から調

達するのは非常に困難である。開発に必要なマンパ

ワーを確保するため、人材養成を前向きに考えてい

く必要がある。また、知的基盤整備に携わる人材に

対し、研究者の方から評価をしていただきたい。

〈第 6回〉（平成 20年 1月 30 日開催）
1. 情報解析技術室のロードマップ

（100年後にあるべき姿を考えた 5年のロードマップ）

① バイオリソースセンターは、現在ナショナルバイオ

リソースプロジェクトの枠組みの中で活動をしてい

るが、プロジェクトの第 2期が終了した後、日本の

リソースの維持をどのようにしていくか現状不明で

ある。そうしたことまで視野に含めたロードマップ

が必要と思われる。

② 今後リソースに関連する検索技術が、非常に重要と

なると思われる。そのようなリソース情報技術に関

するプロジェクトを、バイオリソース関連研究開発

プログラムで行ってはどうか。

③ 異なる研究室で測定されたリソース特性データを、

比較可能な数値に標準化することは、非常に難しい

問題である。むしろその問題の解決は利用者サイド

に任せることにして、まずはそのままのデータの提

供を始められた方が良い。

④ 他データベースとの連携については、統合データベー

スへの参加が考えられる。統合ＤＢプロジェクトで

万能データベースを計画中であるが、その利用者と

してリソースデータベースの統合化を試みるといっ

たコラボレーションが出来るとよい。

2. バイオリソースのリソース情報として何を収集すべき

か、収集の方法と必要な規模について

① 4月に GSCの城石グループがバイオリソースセン

ターに合流し、マウスクリニックが表現型情報と生

化学情報を大量に生み出すことにより、標準的な表

現型解析フォーマットを提案していくことが可能と

なる。バイオリソースセンターが先導的に運用を行

い、デファクトスタンダードを醸成することが必要

と思われる。

② 提供したリソースを用いて出された成果の情報の収

集方法だが、定期的にこちらから利用者に、どのよ

うな論文を書かれたか調査実施すると良い。年間に 1

回程度、自動的にメールで問い合わせるシステムを

つくり、回答を得るまで送り続けるシステムを構築

するのはどうか。将来的には、バンクから調査がき

た段階で、自分が発表した論文のタイトルと、ジャー

ナル名等を報告するという義務を課すような制度を

構築する必要があると思われる。

③ バイオリソースセンターのブランド力を高めるため

にも、バイオリソースセンターから提供されたリソー

スだと識別できるような IDの表記を検討した方が良

い。バイオリソースの現在までの変遷の歴史もある

ので、従来の番号も残す必要があるかもしれないが、

それらは別名という位置づけでよいのではないか。

【委員】

伊藤　剛　　　農業生物資源研究所 基盤研究領域

　　　　　　　ゲノム情報研究ユニット

　　　　　　　ユニット長　（分子進化、ゲノム解析）

　　　　　　　（平成 14年度～）

鵜川　義弘　　宮城教育大学 環境教育実践研究ｾﾝﾀｰ

　　　　　　　教授（生物遺伝資源情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築）

　　　　　　　（平成 14年度～）

菊池　俊一　　科学技術振興機構 研究基盤情報部

　　　　　　　次長（科学技術情報流通技術の開発）

　　　　　　　（平成 14年度～）

颯田　葉子　　総合研究大学院大学 先導科学研究科

　　　　　　　教授（実験集団遺伝学、進化生物学）
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　　　　　　　（平成 18年度～）

中村　保一　　かずさ DNA研究所 植物ｹﾞﾉﾑ情報研究室

　　　　　　　室長（植物ゲノム科学）

　　　　　　　（平成 14年度～）

松本　耕三　　徳島大学大学院 ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部

　　　　　　　准教授（実験動物データベースの構築）

　　　　　　　（平成 14年度～）

宮崎　智※　　　東京理科大学 薬学部

　　　　　　　教授（生命情報科学）

　　　　　　　（平成 18年度～）

宮下　信泉　　香川大学 総合生命科学実験センター　

　　　　　　　准教授（哺乳類遺伝学、実験動物学）

　　　　　　　（平成 14年度～）

　※：委員長


