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4. 各種委員会
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4-1.�筑波研究所研究倫理委員会（◎：委員長）（＊：迅速審査委員）

◎ 雨宮　浩 国立小児病院　小児医療研究センター　名誉センター長

＊ 有賀　千浪 田辺製薬株式会社　薬物動態研究所探索毒性Ｇ　研究員

  （理研非常勤嘱託）

＊ 小幡　裕一 理化学研究所　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部長

 田嶼　尚子 東京慈恵会医科大学　内科学　教授

 棚村　友博 シティユーワ法律事務所　弁護士

 中村　幸夫 理化学研究所　バイオリソースセンター　細胞材料開発室長

 久松　道夫 つくば市　総務部長

 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 株式会社ローマン工業　細胞工学センター　所長

平成 14年度・15年度上半期筑波研究所、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 4回 平成 15年 6月 25日 ( 水 ) 筑波研究所バイオリソース棟 1階会議室
第 5回 平成 15年 8月 18日 ( 月 ) 筑波研究所バイオリソース棟 1階会議室
迅速審査 14年度・4回 / 15 年度上半期・1回

4-2. 組換えDNA実験安全委員会

 山根　国男 筑波大学生物科学系　教授（つくば市推薦）

 岡　　成美 （独）農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ長（つくば市推薦）

 福田　庄市 つくば市議会議長（～平成 15年 1月まで）（つくば市推薦）

 兼平　英雄 つくば市議会議長（平成 15年 2月～）（つくば市推薦）

 武石　和泰 つくば市　市民環境部長（～平成 15年 3月まで）（つくば市推薦）

 住谷　利雄 つくば市　市民環境部長（平成 15年 4月～）（つくば市推薦）

 石井　恂 麻布大学　名誉教授（研究所推薦）

 小幡　裕一 理化学研究所　バイオリソースセンター　リソース基盤開発部（安全主任者）

 天沼　宏 理化学研究所　分子細胞生物学研究室　主任研究員

 篠崎　一雄 理化学研究所　植物分子生物学研究室　主任研究員

 辨野　義己 理化学研究所　微生物分類室長

 松本　正吾 理化学研究所　分子昆虫学研究室　主任研究員

 増田　勝彦 理化学研究所　筑波研究所　研究推進部長
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4-3.�アドバイザリー・カウンシル

� 江口　五朗 尚絅学園　理事長

 黒木　登志夫 岐阜大学　学長

 菅野　晴夫 （財）　癌研究会　名誉研究所長

 高畑　尚之 総合研究大学院大学　副学長

 永井　克孝 三菱化学生命科学研究所　所長

 Stephen D.M. Brown  Medical Research Council, Mouse Genome Center, 

   所長（アメリカ合衆国）

 Jean-Louis Guenet Unite de Genetique des Mammiferes, Institute Pasteur

   所長（フランス）

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

 Lloyd J. Old Ludwig Institute for Cancer Research 所長（アメリカ合衆国）

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

4-4.�業務推進アドバイザ

相沢　慎一 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター　Gディレクター（分子生物学）

 伊藤登志夫 （財）実験動物中央研究所　ICLASモニターリングセンター　センター長代理（実験動物学）

 勝木　元也 岡崎国立共同研究機構　基礎生物学研究所　所長  （発生工学）

 小原　雄治 国立遺伝学研究所　教授（遺伝子発現ネットワークの解析）

 五條堀　孝 国立遺伝学研究所　教授（遺伝情報科学）

 珠玖　 洋 三重大学　医学部　学部長（内科学）

 中内　啓光 東京大学医科学研究所 ヒト疾患モデル研究センター 教授（実験動物学）

 吉川　泰弘 東京大学大学院　農学生命科学研究科　教授（実験動物学）　

 吉田　光昭 万有製薬 ( 株 )  筑波研究所  所長（ウイルス学）

4-5. リソース検討委員会委員構成（15年 10 月現在）

実験動物検討委員会（◎：委員長）

 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）

 城石　俊彦　 国立遺伝学研究所　教授　（哺乳類遺伝学）

  理化学研究所　ゲノム科学総合研究センター　P ディレクター

 日合　 弘 京都大学　医学部　教授（実験病理学）

 山村　研一 熊本大学　副学長，動物資源開発研究センター長（遺伝子の発生工学）

 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

  動物資源開発支援研究部門　教授（哺乳類の発生工学及び生殖工学）

◎ 米川　博通 ( 財 ) 東京都臨床医学研究所　副所長（疾患モデルマウスの系統樹立）

実験植物検討委員会（◎：委員長）

◎ 岡田  清孝 京都大学　理学部　教授（植物分子遺伝学）
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  理化学研究所　植物科学研究センター　Ｇディレクター

 奥野　員敏 （独）農業生物資源研究所　ジーンバンク長（植物バイオテクノロジー）

 萩原　保成 横浜市立大学　木原研究所　助教授（細胞遺伝学）

 鎌田　 博 筑波大学　遺伝子実験センター　教授（植物発生分化）

 後藤　伸治 宮城教育大学　教授　ＳＡＳＳＣ（植物生理学）

 篠崎　一雄 理化学研究所　ゲノム科学総合研究センター　Gディレクター

  （植物分子生物学）

 田畑　哲之 かずさＤＮＡ研究所 植物遺伝子研究部 部長（ｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅ DNA 構造解析）

細胞材料検討委員会（◎：委員長）

 赤池  敏宏 東京工業大学　生命理工学部　教授（細胞工学）

 今村　　亨 産業技術総合研究所　年齢軸生命工学研究センター　統括研究員

 笹井　芳樹 理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　

  G ディレクター（ＥＳ細胞）

◎ 中畑　龍俊 京都大学大学院　医学研究科　教授（血液幹細胞）

 中山　睿一 岡山大学　医学部　教授　（免疫生物学）        

 仁籐　新治 田辺製薬（株）　先端医学研究所 所長（ＥＳ細胞）

 許　  南浩 岡山大学　医学部　教授（分子細胞生物学）　

（ほう なんほ）

遺伝子検討委員会（◎：委員長）

◎ 斎藤　 泉 東京大学医科学研究所　教授（ベクターの開発）

 長谷川　譲 （株）ディナベック研究所　所長（遺伝子治療診断用のベクター開発）

 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）

 増保　安彦 東京理科大学 薬学部 教授（ゲノム科学と創薬）

 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　室長

 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）

 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）

 吉田　 純 名古屋大学　医学部　教授（脳腫瘍の診断と治療）

情報検討委員会（◎：委員長）

 菊池　俊一 科学技術振興事業団　データベース開発部　主任情報員

 中村　保一 かずさ DNA研究所　植物遺伝子第一研究室（植物ゲノム科学）

 松本　耕三 徳島大学　助教授（実験動物データベースの構築）

 宮下　信泉 香川大学 総合生命科学実験センター 助教授（哺乳類遺伝学、実験動物学）

◎ 山崎由紀子 国立遺伝学研究所　助教授（生物遺伝資源情報データベースの構築）
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平成 14年度リソース検討委員会は下記の日程で開催された。
委員会名 開催日 場所

実験動物検討委員会 平成 15年 2月 28日（金） 東京国際フォーラム
実験植物検討委員会 平成 15年 2月 19日（水） 東京国際フォーラム
細胞材料検討委員会 平成 15年 2月 18日（火） 東京国際フォーラム
遺伝子材料検討委員会 平成 15年 2月 25日（火） 東京国際フォーラム
情報検討委員会 平成 14年 4月 16日（火） 東京国際フォーラム

※ 情報解析技術室については，13年度中に委員会を開催できなかったため，他の開発室に先行し

て 4月に実施した。他の開発室については，15年 2月に集中実施した。

4-6.�サーチ委員会（◎：委員長）

◎ 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

増田　勝彦 筑波研究所　研究推進部長

小林　正智 バイオリソースセンター　実験植物開発室長

中村　幸夫 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

小倉　淳郎 バイオリソースセンター　遺伝工学基盤技術室長

深海　薫 バイオリソースセンター　情報解析技術室長

阿部　訓也 バイオリソースセンター　動物変異動態解析技術開発チームリーダ

城石　俊彦 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

花岡　文雄 中央研究所　細胞生理学研究室　主任研究員
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理化学研究所バイオリソースセンターの運営に関する意見書

理化学研究所バイオリソースセンターは、平成１３年１月に設立されました。同セン

ターが設立されるにあたって、バイオリソースセンター準備委員会（委員長：癌研究会

　癌研究所菅野晴夫 名誉所長）により平成１２年８月に理研ＢＲＣの基本方針等を取り

まとめたバイオリソースセンター準備委員会報告書をベースに事業を推進しています。

また国においても、バイオリソースの重要性を鑑み、ナショナルバイオリソースプロジ

ェクト（平成１４年７月）を文部科学省で推進することとされ、理研ＢＲＣは、わが国に

おけるバイオリソースの中核機関として活動することとなりました。

　本意見書は、発足して１年半を経過した理研ＢＲＣ事業について、主に国内ユーザー

の意向を踏まえた体制等のありかたを検討するため、永井克孝 三菱生命研 所長、菅野

晴夫癌研 名誉所長をはじめ、この分野の国内有識者に平成 14年 10月 23日ご参集いた

だき、理研ＢＲＣが運営状況を説明しました。それに対してご意見をいただき、永井先

生に取りまとめていただいたものです。

　理研ＢＲＣの事業を運営するにあたって、本意見書の意見を十分尊重して進める所存

です。

　本意見書をまとめるにあたって、多大なご協力をしていただきました下記の先生方に

深く御礼申し上げます。

ご意見をいただいた方々

（あいうえお順）

� 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� 三菱化学生命工学研究所 所長

� 高畑 尚之� 総合研究大学院大学 副学長

��� ������ ������
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総論� � � � � � � � 平成 15年 5月 16日

　理研 BRC は、立ち上がって間もないが、バイオリソースの収集は順調に進んでいる。

また、目的に沿ったバイオリソース関連の開発研究が行われている。

　バイオ研究の促進を重要課題とする日本にとって、バイオリソースの確保は不可欠で

ある。理研 BRC には、我が国のバイオリソースの中核的機関として日本独自のリソース

の基盤整備を推進し先導的役割を果たすことが求められている。

　バイオリソースの中核的機関としての理研 BRC の事業にとって、リソースを対象とす

るという本来的性格から、持続性が重要であり、そのために長期に亘る安定的財源確保

を必要とする。従って、ナショナルバイオリソース予算が５年以後も継続されることが

何よりも重要である。

　理研 BRC は、発足以来極めて短期間のうちに、現在見られるような施設、スタッフの

整備を実現したのは驚くべき進歩と言ってよい。このセンターは、今後の生命科学の進

展を見据え有効と考えられる事業を積極的に進めることが望ましい。しかし、現在の限

られた人員及び資金で責任を以て展開し得る事業には自ずと限界がある。従って、我が

国の生命科学を支えるバイオリソースの中核的機関として人員・資金ともに更なる充実

を強く望むものである。

　理研 BRC は、自ら主体となって国内外の関連機関との連携を図り、リソースの幅と厚

みを増すことが望ましい。またバイオリソースにかかわる技術の移転･普及を積極的に図

ることの重要性から、人材育成に資するシステムを構築することを期待したい。

更に、現在における科学技術のバイオ分野における急激な変化を伴う進展に呼応して、

リソースシステムの絶えざる革新が要求されており、これに対処する為の開発研究・組

織の強化・充実が今後必要となろう。

　このような、将来の変化に即応できる柔軟な運営及び体制の整備を図ると共に、

MTA(Material　Transfer　Agreement) の整備、知的財産権の適切な取り扱い、情報発信

及び倫理的側面に対する充分な配慮も重要である。
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各論

Ⅰ．バイオリソースの収集・保存・提供事業

（１）収集・保存・提供体制

動物（マウス）、植物（シロイヌナズナ）、細胞、遺伝子とも収集は順調に進んで

いる。

収集対象は、理研及び我が国の大学・研究機関で確立したリソースを基本とする。

対象とするリソースの受け入れに当たっては理研 BRC においてその意義・有用性

等を検討する必要がある。

また、リソースの収集・保存・提供事業の適切な評価体制の確立が重要である。

提供されるリソースの履歴を可能な限り把握し、情報として外部に提供し得るよ

うな体制を確立すること。細胞については、提供したリソースがどのような形質

上の変換をたどっているのか等を follow up することは、理研 BRC のリソースの

信頼性、ひいてはそれを用いた研究データの信憑性の確保に役立つ。

（２）リソースの種類

　　　日本として特色のあるリソースを収集することは重要であり、生物種を無原則に

広げていくのではなく、理研 BRC として特色のあるもの、例えばマウス、シロイヌ

ナズナを収集すべく努力しているのは評価できる。

　　　リソースを更に充実させるため、バイオ研究の発展を見据えて対象とするリソー

ス種を拡充すると共に絶滅危惧種に関連したリソースも対象とする必要がある。さ

らに多様的生物種、日本固有種のリソース等のDNAレベルでの収集・保存・提供に

も配慮する必要がある。また、理研 BRC の独自性を出す上で、進化的に独自の位置

にあるリソース、例えば爬虫類の細胞等も対象となる。他の機関と重複するリソー

スは重要なもの要求の多いものに限定する必要がある。

（３）収集・保存・提供の条件

　    理研 BRC が現在進めているリソースの収集・保存・提供に伴うMTA及び知的財産

権の取扱いは適切である。樹立者、提供者のプライオリティーを重視する条件は、

収集を容易にし、理研 BRC の利用者に信頼性を与えるであろう。

今後も、リソースを不特定多数の機関とやりとりするという事業の特性に鑑み、

リソースの収集や提供の条件の検討を継続し、将来の変化に即応できるシステム

構築を期待したい。特に、知的財産権は、慎重に取り扱う必要がある。

Ⅱ．バイオリソース開発研究事業

（１）目的と課題

　　　理研 BRC においては、リソースセンターとしての目的に沿った開発研究が実施さ

れており、特に各種幹細胞、胚の操作技術、疾患モデル動物、野生由来モデル生物

等は重要である。
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理研 BRC は生命科学研究を支える根幹的なバイオリソースの整備事業を推進す

ることから、現在、マウス、シロイヌナズナ等のモデル生物をリソースの特徴と

している。この事業が十分に行われていること無しには、医療や創薬等の応用的

な研究が成立し得ないことは明白である。

　　　その為にも保存技術はもとより、リソースに関連する知識を常にリフレッシュし

ていくことが重要である。急速な変貌を遂げつつある現在の生命科学分野において、

それに対応する為には収集・保存・提供事業においても絶えざる開発研究を伴なわ

なければならない。それなしには事業の活力も失われる。両者があいまって初めて

理研 BRC の狙いが達成されることを認識しなければならない。そのため組織上の仕

組みのさらなる充実も重要である。

　　　本事業に今後特に期待したい点の一つは、ゲノムとＩＴを基軸とするバイオイン

フォーマティックス及びコンピュテーショナルのシステムズバイオロジーを開発研

究に導入したバイオリソースの新領域を創出することであり、そのための関連組織

の速やかな充実、並びに理研 BRC 内外のネットワークの構築が望まれる。

（２）収集・保存・提供事業との連携

開発研究活動を伴わないバンク事業はレベルが低下し、利用者からの科学的な信

頼性を失うことは避けられない。従って、今後とも常に利用を見据えた開発研究

を大事にする必要がある。開発研究の着実かつ有効な発展の為には、基礎的な領

域に踏み込むこともありうるが、収集・保存・提供事業と乖離する可能性があり、

常に両者が相互補完的な役割を担うことが重要である。

また、バイオリソース開発研究を進めるにあたっては、他機関との連携の強化を

図る。

Ⅲ．バイオリソースセンターの資金・人材・施設

（１） 資金

現在の活動状況は充分評価できるが、我が国の生命科学を支えるバイオリソース

の中核的機関としては、いかにも資金不足である。

（２） 人材

バイオリソースという性格上、本事業の継続性を確保するために人材を育成する

ことが不可欠である。殊に若い人の教育、リクルート等が大切である。加えて業

績の適切な評価方法の確立が望まれる。人材育成を行うためにも技術開発チーム

の充実は必要である。特に現在人材が少ない情報技術開発分野の強化をするため

にもこのことを心がけてゆく必要がある。但し、収集・保存・提供業務と技術開

発との関係を常に明確にしておく必要がある。

（３） 施設

事業計画に応じた融通性の高い施設と将来の用途に従って変更可能とする体制を
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整備することが必要である。

機器類の整備については、一定期間後のリフレッシュも踏まえてリース購入を実

施する方法を検討してはどうか。

Ⅳ．理研 BRC と他機関との連携

大学、他省庁の機関とのネットワークが重要であり、その構築は、理研 BRC が主体的

に進めるべきである。　その際、縦割り、あるいは排他的にならないように充分留意す

る必要がある。

また、関連学会、日本学術会議などとの連携にも充分考慮すべきである。

植物分野に関しては、省庁を超えての、特に農水関係機関との連携をどのように構築

していくか、将来を見据えての対応策が必要となる。

また、国内におけるリソースの所在・特性情報の収集・提供も重要である。

Ⅴ．技術の移転・普及

理研 BRC は、技術の移転とその普及を積極的に行うことが重要である。そのためには

理研 BRC 情報発信の体制が重要である。収集・保存・提供事業だけでは不十分であり、

高付加価値化リソース、情報のネットワーク化、知的所有権の取り扱いの整備、理研

BRC で開発された技術の移転・普及を通じてバイオリソースの重要性の認識を積極的に

広めていくことが望まれる。技術の講習会、技術者のトレーニングのための短期受け入

れなどのシステム作りが重要となる。

Ⅵ．その他

バイオの世紀といわれる 21世紀に入って、その基盤を担う理研 BRC のようなバイオ

リソースセンターの意義、重要性は益々高くなってゆくことは誰しも認めるところであ

ろう。このような機関がどのような背景の下に、どのような意図をもって構想され、ど

のような人々によって立ち上げられ、軌道に乗せられていったのか。　それを裏付ける

史的資料を現時点において整理・保存し、蓄積していくことは様々な意味で大きな意義

を今後もつことになろう。この線に沿っての作業を開始されることを望みたい。

理研 BRC で作出されたバイオリソースを最大限に生かして、質の高い独自な研究が我

が国で実施されていることが最大の広報となる。

　ライフサイエンスにおける分野横断的研究をどうやって発展させるかについては、そ

の重要性が近来益々認識されつつあるものの、現実には（特に日本では）未成熟の状況

にある。動・植物、細胞、遺伝子やその情報というライフサイエンスに関わる広範囲の

リソースが蓄積される理研 BRC から分野横断的研究領域が創出されることを期待した

い。
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