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理化学研究所 アドバイザリー･カウンシル（RAC）における評価

　平成 18年 6月 7日から 9日にかけて第 6回理化学研究所アドバイザリー・カウンシル（RAC：

RIKEN Advisory Council）が行われ、以下のような評価及び提言を受けました。

　RACは、理研の科学全体の質の高さに強い感銘を受けた。それは世界最高峰の研究機関に

匹敵するものである。特に、物理とライフサイエンスにおける大型研究基盤整備プロジェクト、

ミッション指向のチームプロジェクト、発見指向の研究など、理研における科学の間口の広さ

は他の主要研究機関と一線を画す理研ならではの特徴である。

　第 6回 RACは、野依理事長の下で理研が実施した第 5回 RACの提言に対する活発かつ創

造力に溢れた対応に満足した。前回の報告書では、科学的統治を強化する提言及び理研の科学

的優先順位を選択する仕組みが中心テーマであった。理事長は、強固な助言委員会、そして、

「トップダウン」と「ボトムアップ」の管理をバランスよく組み合わせた透明で基盤の広い統

治の仕組みを作り上げた。中でも最も重要なのは、野依理事長が、理研の歴史をもとに、理研

に個性が生まれ、理研の認知度が上がり、理研が目的を持てる未来を目指した、理研のための

説得力のあるビジョンを打ち出したことである。

　第 6回 RACは、日本の科学コミュニティに対して大型共用設備の研究基盤を提供するとい

う理研の新しい役割を是認する。SPring-8、仁科加速器研究センター、及び次世代スーパーコ

ンピュータ計画といった研究基盤整備プロジェクトは、理研独自の機能を国益のために適切

に利用し、理研の科学資源を拡充するものである。ただし、RACは警告する。この理研の新

しい役割が、「革新的科学の拠点」という理研本来の役割を損なうことがあってはならない。

RACは、こうした研究基盤整備プロジェクトを大学や研究機関との連携関係を強化する主な

手段の一つとして利用し、国内の科学事業で大学や研究機関と競合するのではなく、大学や研

究機関にパートナーとなってもらうように強く要請する。さらに、RACは、これらのプロジェ

クトは「科学における世界のリーダーになる」という理研の明確なゴールを実現するために不

可欠なものになると考える。

　理研は科学におけるその卓越性によって新たに国際的地位を築いた。理研が世界の科学コ

ミュニティのリーダーとなる準備はできている。理研には、アジアの科学の発展で特に重要な

役割を果たすことを提言する。第 6回 RACでは、理研に明るい未来が開けていることが確認

されている。日本政府が先見の明と賢明さをもって理研に予算を付けていることを賞賛する。

○理研の科学と技術の強化、引き続き理研の科学的統治を強化すること

○理研の科学系人材及び科学文化を充実させること

○社会に対する理研の貢献度を増すようにすること

○理研の認知度と国際的地位の向上

○理科系文化と人文系文化の交流の推進

議長　　Zach W. Hall* カルフォルニア再生医科学研究所　所長

副議長　Yuan Tseh Lee* 台湾中央研究院　総裁

報告書の概要報告書の概要

具体的提言具体的提言
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バイオリソースセンター アドバイザリー･カウンシル（BRAC）における評価

　平成 18年 4月 17日から 19日にかけて、第 2回バイオリソースセンターアドバイザリーカ

ウンシル（BRAC：RIKEN BioResource Center Advisory Council）が行われ、以下のような評価

及び提言を受けました。

　バイオリソースセンター（BRC）の ACは、第 1回 AC会議時の状態と比較して、この 2年

間で大きな前進が見られたことに大いに満足して注目していた。BRCの前進は目覚しく、つ

い数年前よりも強固でゆるぎないものになっているのと同時に、研究の種類も広がっている。

　これだけの成果を上げたセンター長とスタッフは素晴らしい。特に、理研 BRCをこれほど

効率よく指導し、センターの活動の調和の取れた展開に有利な精神を注ぎ込んだ初代センター

長の森脇博士を心から賞賛したい。又、新しいセンター長の小幡教授が就任したことについて

も心から納得している。これによって、「革新と効率」の精神が確実に受け継がれることにな

る。AC会議では、小幡博士から BRCの一般活動の正確かつ簡明な説明があり、BRCの直面

している問題がしっかりと把握されていることが分かった。現在、大半の部門は互いに緊密な

関係のあるプロジェクトを抱え、その多くは興味深い、ひいては優れた研究活動を展開してお

り、多くの場合自らの仕事を補完するものとなっていることは明らかである。

報告書の概要報告書の概要

　　　　Henry G. Friesen* マニトバ大学　特別名誉教授

　　　　Geraldine A. Kenney-Wallace

 英国シティー・アンド・ギルズ　インターネット戦略学習部長

　　　　Guy Ourisson ルイ・パスツール大学　教授

　　　　Hans L. R. Wigzell カロリンスカ研究所　教授

　　　　Paul Williams*　 元 イギリス研究評議会中央研究所　議長

　　　　井村　裕夫 *　 先端医療振興財団　理事長

　　　　蓮實　重彦 *　 元 東京大学　総長 /東京大学　名誉教授

　　　　生駒　俊明 *　 科学技術振興機構　研究開発戦略センター長

　　　　郷　通子 *　 お茶の水女子大学　学長

　　　　他各アドバイザリー・カウンシル議長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*出席者
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○ゲノム研究がこれまで以上に増え世界レベルになっている中で、国内外の研究コミュニティ

が理研 BRCに求めるものは今後数年で劇的に膨らむ公算が高い。そのため、BRCは、活動

が劇的に拡大する準備をしておかなければならない。需要の増加に対応するには、新しい技

術と効率の向上が必要になるだろう。

○ BRCは、近い将来登場する新しい科学技術を導入しさらに発展させる準備をしておかなけ

ればならない。例えば、マウスに多くの新しい突然変異（ゲノムの遺伝子全てに変異が入っ

ていることが理想的）を発生させることを目指したいくつかのプロジェクトが日本を含む

世界規模で行われているが、こうしたプロジェクトは、BRCの活動に大きな影響を与える

ことになる。又、単一細胞レベルの in vivo画像や分子画像といった重要な技術も発展する。

ACは、こうした技術が BRCで十分に利用されていくことを希望する。

○近隣アジア諸国の同様の機関と国際協力を構築する努力をしている。これは素晴らしいこと

である。こうした努力は理研 BRCの前進と重要性に強い好影響を与えることになる。又、

具体的提言具体的提言

それと同時に、理研 BRCに新しい責任が加わることにもなる。

○ ACは、BRCで現在行われている活動を維持・改善するため、若くて意欲的な研究スタッフ

を採用する必要があると考える。

○最後に、内部の自己評価制度を設けることを提言する。

　　　　　江口　吾朗 *	 尚絅学園　学長

　　　　　黒木　登志夫 *	 岐阜大学　学長

　　　　　菅野　晴夫 *	 癌研究会 癌化学療法センター　所長

　　　　　高畑　尚之 *	 総合研究大学院大学　副学長

委員長　　永井　克孝 *	 東京大学　名誉教授

　　　　　Stephen D. M. Brown*	 Mouse Genome Center, MRC, Director

副委員長　Jean-Louis Guenet*	 Institute Pasteur, Director

　　　　　Kenneth Paigen*	 The Jackson Laboratory, Director

　　　　　Maarten Koornneef	 Wageningen University, Professor

　　　　　Lloyd J. old	 Ludwig Institute for Cancer Research, Chairman of the Board

（委員以外の出席者）

　　　　　岡田　清孝 *	 京都大学 大学院 医学研究科　教授

　　　　　渡邉　信 *	 筑波大学 大学院 生命環境科学研究科　教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*出席者

委員委員
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総合科学技術会議（CSTP）における評価

　平成 17年 10月、平成 18年 10月に総合科学技術会議（CSTP）が開催され、それぞれ平成

18年度、平成 19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 17年度】

優先順位：Ｓ相当

見解：

○本事業は文部科学省の「ナショナルバイオリソースプロジェクト」において中核的な役割を

果たしているとともに、収集・保存・開発等の活動を適切に行っており、積極的に事業を実

施する必要がある。

○バイオリソースの整備は、将来的には国のリスク管理に関わる事項でもあり、科学技術連携

施策群（ポストゲノム）のもとで関係施策と密接な連携をとりつつ、将来的な展望を検討す

ることが重要である。

【平成 18年度】

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。

【平成 17年度】

大石　道夫　　　（財）かずさ DNA研究所　所長

倉田　毅　　　　国立感染症研究所　所長

五條掘　孝　　　情報･システム研究機構	国立遺伝学研究所

　　　　　　　　生命情報・DDBJ研究センター　センター長・教授

小原　雄治　　　情報・システム研究機構　理事

榊　佳之　　　　理化学研究所	ゲノム科学総合研究センター　センター長

高橋　利忠　　　愛知県がんセンター　総長

評価概要評価概要

委員委員
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手柴　貞夫　　　協和発酵工業（株）　技術顧問

中西　重忠　　　（財）大阪バイオサイエンス研究所　所長

原田　宏　　　　山形県研究開発アドバイザー

本庶　佑　　　　京都大学	大学院	医学研究科　教授

松澤　佑次　　　（財）住友病院　院長

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 18年度】

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

文部科学省　独立行政法人評価委員会

　平成 18年 8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 17年度の実績については、下記の高評価を得ました。

評価：A

留意事項：

○バイオリソースの収集・保存・提供に着実に実績を伸ばし、世界的なセンターに成長したこ

とは高く評価される。国内の貴重な生物資源の受け入れ、保全事業、情報発信、啓蒙活動な

ど、社会的な役割も評価できる。リソースの爆発的増加に対応するには、収集や保存の革新

的技術開発（低コスト化等を含む）が必要である。また、このための研究が協力研究グルー

プにより担われることが必要であるため、現在の組織の見直しも必要である。

○試料の権利関係における帰属と運用の原則を確立する必要がある。

　　　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

評価概要評価概要

委員委員
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　　　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

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 17年 3月、平成 18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、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）について、下記の高評価を得ました。

【平成 17年度】

1. 実験動物（マウス）：特に優れた成果を挙げていると高く評価

　理化学研究所バイオリソースセンター（理研 BRC）は国家予算の投入を生かし、研究基

盤整備を十分に行っている。関連する技術も安定しており、収集、提供ともに順調である。

数値目標の達成状況、体制作り、活動状況も良い。国際レベルにおけるバイオリソース活動

と国際ネットワークへの積極低参加が見られ心強い。

　サブ機関の活動については概要のみであるが、それぞれに特徴ある活動を行っている印象

である。サブ機関の会議も行われているので、その発展を見守りたい。

　海外との交流、出張、送付等、国内とサブ機関との連絡、学会等の広報、ブース設置など、

BRCの活動の中でこれまで周辺に置かれていた諸活動をさらに活性化することが今後重要

であると考える。そのための経費を計上する事を勧める。

　本事業は、ナショナルバイオリソースプロジェクトの意義をよく理解してその実現に努力

した結果であり、継続的な安定性によってのみ信頼が得られるとの強い使命感に支えられて

おり、評価できる。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると高く評価できる。

2. 実験植物（シロイヌナズナ）：特に優れた成果を挙げていると高く評価

　シロイヌナズナはモデル植物のトップであり、国内で必要な系統を調達できることは、き

わめて重要である。当該センターは国際的にもユニークなリソースを整備し、国内外に高い

実績を示している。収集・保存事業全体に関して、絶対数、目標達成率ともに高く、前年度

に引き続き優れたリソースセンターとして機能している。MTA締結、情報発信のサービス

にしても、植物関連ナショナルリソース整備事業の中では、モデルケースとなるほど順調に

進行しており、高く評価できる。一方で、シーケンス情報などの付加価値を更に高めること、

業務規模の拡大に対処するための効率化、場合によっては拡大の程度についての再考等、今

後の方向性に関しては十分な検討が必要である。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると高く評価できる。

3. 細胞（動物培養細胞、がん細胞等）、ヒト細胞：優れた成果を挙げていると評価

　中核機関として実績と長期の経験がある当事業は、整備された体制によって順調に活動し

ている。細胞の収集・保存及び提供に関してはやや目標を下回っているが、現在、寄託予定

評価概要評価概要
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数を含めると、収集・保存面では順調に進展していると評価される。提供細胞数の減少は、

研究の動向に左右される面もあるので、目標数は必ずしも前年度を上回る必要はなく、ニー

ズの実態に即した数字を揚げるべきであろう。一方では、情報発信にも努力が必要であるが。

　当事業が従来より収集・提供してきた動物培養細胞やがん細胞のほかに、研究分野及び社

会のニーズに呼応して、ES細胞や各種ヒト細胞への収集への準備等新しい体制作りや見直

しに意欲がみられ、今後の実現化が期待される。ただし、幹細胞を含めた貴重なヒト細胞収

集・保存に関しては、培養による汚染によって起きた事故に鑑み、十分な品質管理の取扱基

準を作成する必要があろう。

　総体的に、本事業は優れた成果を挙げていると評価できる。

4. DNA（動物、微生物）：特に優れた成果を挙げていると高く評価

　体制作りもよく、情報発信も積極かつ適切に実施されているなど活動状況も良い。安定的

な事業の実施にとって重要な段階にあり、その点からみて順調と言える。今後、益々重要性

を増すリソースであり、そのことを十分に自覚して、この課題に前向きかつ実質的に取り組

んでいることも評価でき、今後も期待できる。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると高く評価できる。

【平成 18年度】

1. 実験動物（マウス）：特に優れた成果を挙げていると高く評価

　成果が目標を大きく上回っており、系統数が世界第 2位に達する等、順調に進捗している。

特に、理化学研究所バイオリソースセンター（理研 BRC）は、中核機関として十分な成果

を挙げ、その責務を果たしている。また、常に新しい技術の導入を試みるとともに、質の向

上に努めており、量のみならず、質の良さにも定評を得つつある。

　平成 18年度は、マウス・ミュータジェネシスリソース事業の新しい変異マウスを収集し、

提供する方向で作業を進めるとのことであり、新たな段階と期待される。

　運営委員会とよく協調し、意見交換を行いながら、質の向上のための様々な工夫や、欧米

の大規模ノックアウトマウス計画への対応等に積極的に取り組むとともに、コスト面につい

ても検討を行っており、評価できる。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると高く評価できる。

2. 実験植物（シロイヌナズナ）：特に優れた成果を挙げていると評価

　モデル植物のトップであるシロイヌナズナの我が国におけるリソースセンターとして、着

実に機能しているのみならず、欧米とともにシロイヌナズナリソースの三極の一翼として国

際的にも重要な役割を果たしている。これはリソースの質、量、広報、その他付帯する諸々

の条件が整って始めて可能になるものである。世界最高水準のリソースという NBRPの趣

旨と一致しており、日本の国際プレゼンスを示している点でも高く評価できる。理化学研究

所バイオリソースセンターの自主事業として他の植物培養細胞・遺伝子についても成果が上

がってきている点は評価されるが、そちらに事業を拡大することについては、推進委員会や

文部科学省に意見を求めつつ検討して欲しい。今後、最終的な目標についてもある程度の見

積もりを立てることをお願いしたい。また、提供先に NBRPの一環であることを改めて周知

し、論文への記載を促してもらいたい。リソース整備・提供事業がきちんと行われることが
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優先ではあるが、参加機関が含まれた論文発表数に伸びが見られない点に関しても、検討を

望む。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると評価できる。

3. 細胞（動物培養細胞、がん細胞）、ヒト細胞：優れた成果を挙げていると評価

　本リソース担当の中核機関は歴史的にも古くから我が国のトップに位置付けられている

が、それに安住することなく、近年新たな展開を目指して注目すべき動きを見せている。例

えば、現代の医学・生物学に対応した ES細胞株や種々の幹細胞を収集する等、意欲的な取

り組みが進められている。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、本事業は優れた成果を挙げていると評価できる。

4. DNA（動物、微生物）：特に優れた成果を挙げていると高く評価

　着実かつ積極的に遺伝子バンクや遺伝子導入ベクターバンクの充実と品質管理を進めてい

る。利用者が多いことからも、存在意義と質の高さが窺われる。このままの状態で進めてよ

い進捗状況であると評価できる。

　今後、ますます重要性が高まるリソースであり、そのことを十分に自覚して課題に前向き

で、実質的に取り組んでいることを評価したい。情報発信も積極的かつ適切に実施されてお

り、今後を期待したい。

　総体的に、本事業は特に優れた成果を挙げていると高く評価できる。

　　　岩槻　邦男　　　放送大学　教授

　　　漆原　秀子　　　筑波大学	大学院	生命環境科学研究科　教授

　　　勝木　元也　　　自然科学研究機構	基礎生物学研究所　所長

　　　小原　雄治　　　情報・システム研究機構	国立遺伝学研究所　所長

　　　榊　佳之　　　　理化学研究所	ゲノム科学総合研究センター　センター長

　　　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

主査　菅野　晴夫　　　（財）癌研究会　名誉研究所長

　　　高井　義美　　　大阪大学	大学院	医学系研究科　教授

　　　竹市　雅俊　　　理化学研究所	発生・再生科学総合研究センター　センター長

　　　永井　克孝　　　三菱化学（株）　顧問 /東京大学　名誉教授

　　　垣生　園子　　　東海大学	医学部　教授

　　　林　哲也　　　　宮崎大学	フロンティア科学実験総合センター　教授

　　　福田　裕穂　　　東京大学	大学院	理学系研究科　教授

　　　星　元紀　　　　慶応義塾大学	理工学部	生命情報学科　教授

　　　八木　建　　　　大阪大学	大学院	生命機能研究科　教授

　　　吉川　寛　　　　JT生命誌研究館　常勤顧問

委員委員
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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】

○第 5回（平成 17年 10月 14日）

1. 研究者コミュニティーとの連携を通じて明確な目標を設定して、何をどこまで収集・開発・

保存・提供すればよいかについて

・国内ユーザーにとって 100系統ほどの有用な系統が揃っているという条件下では、目標値

2500系統で十分な品揃えである。リソースの質を重視した事業に転換すべきである。

・有用な系統に関しては遺伝背景の統一と整備を推進し、リソースの質向上を実現する。GSC

との連携による系統特性情報の付加・充実も重要である。

・専門分野のユーザーに高品質のリソースの有効な利用方法を知らせることも動物実験全体

の質向上に重要である。

2. 実績を踏まえ、コスト意識を持って、現実的な将来像を描きつつ永続的なリソースセンター

に繋がる方策について

・生体のまま維持するか、凍結胚への移行をするかの判断をコストの面から的確に行うことが

効率的な運営には不可欠である。

・系統提供に伴う収入については、現行では実費の一部のみを徴収しているが、今後、利用者

負担分を増やすなどの、資金の多様化を検討する必要がある。

3. 本事業の対象となっていないリソースの開発事業との関係のあり方について

・旬のリソース開発機関との連携のあり方については十分な実績評価が必要と思われる。

・利用者の要望の高い組織特異的 Creマウスの開発などが望まれる。

4. リソースの質的な評価を受けられる体制構築について

・リソース機関の活動実績の正しい評価を得るためには公表論文にリソース名とその由来が

正確に記述される必要がある。研究コミュニティーに対するこの点の啓発活動をさらに促

進する。

○第 6回（平成 19年 2月 2日）

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。

今後の方針に

ついての提言

今後の方針に

ついての提言
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・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

明確にする必要がある。

【実験植物検討委員会】

○第 5回（平成 17年 10月 13日）

・コムギは危険分散という事で、現在 ESTで遺伝研と京都府立大学で保存している。より確

実に危険分散を行うためにセットで保存すること、例えば穀類のコムギのような ESTのセッ
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トを理研 BRCで保存することは可能か。

・絶滅が危惧されているシロイヌナズナの近縁種でタチスズシロソウというのがある。是非、

理研 BRCで受け入れて欲しい。

・ヨーロッパのノルウェーのスバルバードという永久凍土のところに施設を作って保存しよ

うという考え方が FAOの植物遺伝子委員会で提案されている。日本においても、理研がセー

フティボックスみたいなものを作製し、永久的に保存する施設を考えてはどうか。

・今後もシロイヌナズナが中心に進むと思う。シロイヌナズナのノックアウトのコレクショ

ンは間違いなく進むと思われ、これらに対して日本としてどれだけやれるかという所も非

常に重要であり、日本から出る遺伝子は間違いなく 1箇所破壊されていて、高品質である

という評価を得ることが重要である。

・特に凍結保存方法で、融解した時に同じ形質を保持できるか、直ちに増殖能が回復できるか、

この辺のところについて理研植物開発室での見通しはどうか。

・特に国際コンソーシアムで動いている案件については外国との交渉があるので、プロジェ

クトとしてなくなった場合、外国とのコンタクトもなくなってしまうということは避ける

べきで、その意味では国際的な責務もあると思う。それには中核機関としてやはり有意な

リソースを保持していないと、将来行き詰ってしまうと思われる。

・マメ科にはコミュニティがあるのだが、マメ科をやっていない研究者がマメ科のことをや

りたいとき、時間とともに広がりが小さくなる場合がある。そういったことに対してどこ

かに常に皆が使える状態にしておくということも重要だ。

・省庁間の壁を越えて、イネの中核機関の遺伝研と生物研のバイオリソース関係で打ち合わ

せを予定している。ここでは、次期の NBRPのプロジェクトにどう絡んでいくかというこ

とも含めて議論することになっているので有機的な協力関係が構築されると思う。

・保存事業もさることながら、開発の部分も非常に重要であり、文科省なり色々なところで、

この分野について十分な配慮がなされることが重要だ。

・最近の傾向として、トマトゲノムが始まりつつある。必ずミュータントが入り、このミュー

タントをどこで維持するかと云う問題が発生する。常に悩むところで、種子でいくら維持

できるといっても 10年 20年は保存できず、一度作製したものを捨てるわけにはいかず、

常にある意味でジレンマが生じる。省庁レベルの協議が必要だ。

・農林水産省がイネ科のものに非常に力を入れたために、他の作物のゲノムリソースが意外

と充実していないという問題点が現状あり、その辺について文部科学省としてのフォロー

が必要と思う。ゲノムリソースは今後新しい作物研究の展開のうえで非常に重要。

・ゲノムシークエンス関係について、アメリカは多額の研究費を投入している。完全長 cDNA

について、現実的なアイデアがないという点もあるのだが、日本でオリジナリティのある

材料に関しては、やはり集中的にお金を投じてゲノムシークエンスをするという戦略を策

定しないと、アメリカにはかなわない。

・バイオリソースはプロジェクトなので、原則的には結局終わる。そのときにサポートできる

のは組織しかない。そのプロジェクトが解消したときに、サポートする体制が必要で、文

科省として永続性を保障すべきだ。

・前項に関係して、プロジェクトで作った組織の永続性は基本的に認めて貰えない。従って、

大学では同じことをずっとやり続けることはできない。現状では新しいことを設定しない

と予算が下りない現実がある。
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○第 6回（平成 19年 1月 26日）

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

・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。

・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

・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。

・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。

・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。

【細胞材料検討委員会】

○第 5回（平成 17年 10月 14日）

1. 細胞株に関して

・細胞株の収集にあたっては、基本的ミッションを明確化させ、ストラテジーを明瞭化し、そ

れに沿って収集していくことが重要である。

・古くから集められているヒト由来の癌細胞の中には揃っているようでも、あるタイプの試

料は非常に少ないということが現実にある。実際に大学の臨床系の研究室で眠っている細

胞株も多く、また、臨床の研究室は規模が大きい。眠っている細胞を掘り起こすという観

点から、例えば、食道癌、舌癌というのが少ないとするならば、消化器系の臨床系の癌を

扱うような学会等（小さな学会等）でアナウンスし、寄託して頂くような広報活動も必要

である。

・癌研究で非常によく問題になるのは、組織系の違いもそうだが、薬剤耐性が重要となる。例
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えば、特定の薬剤に対する耐性株を 5株、感受性株を 5株というように揃えれば、非常に

有用な細胞セットになる。

・同一の名前の細胞で理研に寄託されているものと ATCCにあるもので、表現型が違ってい

るかもしれない。従って、保存しているリソースの価値を高めるという意味で、もう少し個々

の細胞毎に研究用途に応じた何らかのカタログ化ということが必要である。

2. 遺伝子解析研究用の不死化細胞に関して

・収集した細胞の全てを不死化するのではなく、鹿児島大学からの試料の場合なら人種別に

何株とか、また、今後疾患者由来の不死化細胞樹立を目指すならば病系毎に何株とか、目

標値を決めて実施すべきである。

3. 事業の評価に関して

・評価で、数値目標は非常に重要だが、バンクの公共性からすると、国内で最初に提供を開

始するとか、内容の重み付けのウエイトも非常に重要である。

4. BRC内の他室との連携に関して

・自然界にある生物のある種のリソースを広く保存するという部分（ナチュラルリソース）と、

現在、進みつつある研究用のリソースをどのようにサポートするかという、この二つの分

野のリソースを明確に分けて考えたほうが良い。

・ナチュラルリソースに関しては、例えば、特定のマウスの遺伝子解析を行いたいような場

合には、そのマウス由来の細胞さえあれば良い訳で、動物部門と細胞部門との連携協力を

進める必要がある。

5. 知的財産管理を含めた世界戦略に関して

・アメリカは自国でパテントを得ている場合は、保護という観点から非常に強固に他の国に

対して主張するが、他国の取得したパテントについては出来るだけ開放させるという、二

重構造で常に臨んでいる。従って、日本独自で得ているパテントは、出来る限り我が国でしっ

かり確保するような戦略が必要である。

・アジアの中における理研 BRCの戦略について、アジアのバイオリソースの一つのハブとい

うか、センターになるというのが一番望ましいわけで、そのためにはアジアの諸国との協

力関係を構築することが重要であり、各国の動向を見据えながら慎重に協力関係を構築し

ていくことが重要である。

6. 運営資金に関して

・提供価格について、理研 BRCは民間に比較するとかなり安い。適正な価格設定を考えて頂

くことが必要である。

・運営資金の獲得方法だが、運営費交付金は毎年減少していく構造になっている。従って、産

業界、ユーザー等に向けて寄付行為等を受けられるようにし、価格設定も踏まえてコスト

について再考する必要がある。

○第 6回（平成 19年 1月 16日）

1. 対象とするリソースの種類

・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。

・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。

・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
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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。

・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

・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。

・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。

・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

・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。

・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。

・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。

・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。

・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

・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。

・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。

・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

・「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。

【遺伝子材料検討委員会】

○第 5回（平成 17年 10月 7日）

・国費を使って作出したリソースについては、文部科学省、厚生労働省等でこれを積極的に
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活用するような仕組みを作ることが極めて重要だ。こうすることによって、リソースその

ものの客観的評価も得られ、また日本としての科学的国力、日本独自のリソースが創成さ

れることになり、世界に通用する切れ味の良いリソースが作出される。

・遺伝子材料の網羅性も大切だが、1つしっかりと柱を立てて、確固たるロジックを構築し、

この領域では絶対に理研のリソースしかあり得ないというような、特化した質の高いもの

を作って欲しいと思う。

・10年後、20年後を見据えユーザーが定常的に保持され、汎用性の高い遺伝子材料とは何な

のかという差別化、集中化をかけ、絞り込みすることが非常に重要である。

・リソースの提供について、基本的にはユーザーである研究者が当該リソースを使用するこ

とによって受益者になるわけであって、受益者が適正な経費（人件費、資材費等）を負担

することは別に構わないと思う。

・ナショナルバイオリソースと銘打って収集したものであるので、提供の際にただ提供する

のではなく、ユーザーが使用することによってバンクが何かしらのインセンティブを得ら

れる仕組みづくりが重要である。

・事業の永続性という事を考えたとき、魅力あるリソースを用意するとともに、運営資金の

基本的な仕組みを真剣に考えないとならない。事業性が成り立つ部分と成り立たない部分

の種分けを明確にすべきであり、事業性が成り立たないところの部分は、国からお金が入る、

というように国の方ももう少し方針を明確化すべきでは。

・バイオリソースセンターの幾つかの事業で、ある程度自立的にできる事業については、収

支がとれるような運営を行い、サイエンスのためにどうしても必要な部分については別の

枠組みの中で運営を行う。それぞれの事業を近い位置関係におき有機的に連携を図ってい

くことが必要。

・いろいろな研究をやっている過程でチームの中から採算性のあるものが選抜され生まれてく

る場合もある。民間の企業あるいはベンチャーではリスクが大きすぎて事業化できない分

野について、理研のように幅広く研究を実施している組織で、採算性が合ったものについて、

事業として進めていけば、長期的な展望が拓けると思われる。

○第 6回（平成 19年 1月 19日）

1. 対象とするリソースの種類について

・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。

・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。

・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。
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2. 世界最高水準を実現するための方策

・タンパク 3000のプロジェクトが終わった段階で、理研 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。

・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。

・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

・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。

・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。

・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。

・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。

【微生物材料検討委員会】

○第 2回（平成 17年 11月 16日）

・世界最高水準を達成するための具体策として、量的な評価より質的な評価が重要だ。例えば、

DSMZには世界的に著名な分類学者がいる。学術的に世界の最高水準と認められるような

何らかの特徴を出すとともに、それを達成できる優れた人材の確保に努めることが重要で

ある。

・新規性のある特徴株を発見したこと等も重要な活動で、世界最高水準を達成させるための

具体的事例として標記しておく必要がある。

・収集する微生物については JCM/微生物材料開発室の独自性を維持するとともに、その割合

を高めることが非常に重要である。

・理研 BRCとして国内では優先的に新しい株を提供出来る体制をとると同時に、海外のコレ

クションに提供して、エクスチェンジの材料を持つ。この二つを両立させアクティブにや

り続けることが重要である。
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・JCMの旗印としての健康に関しては現状問題ないと思うが、旗印としての環境に関して今

後の動向で、微生物の機能を上手に利用したバイオレミディエーションというのが現実的

なものになり始めている。この関係の有用機能を持った微生物の収集に注力し、産業への

利用を促進することが重要である。

・企業からの研修生受け入れ、あるいは共同開発などは非常に重要。最近、企業から大学等

で、微生物の分類学を行う講座がなくなり大学から分類学専門の卒業生が輩出されないと

いう指摘がある（特許取得の場合に分類学の専門の人が必要となる）。従って、このことを

実施できる機関は必要であり、当該室で注力して欲しい。また、企業から研究者を預かって、

学位を授与出来る仕組みを構築することも必要である。

・微生物の品質チェックで、16S、18Sだけで分類が可能かというと、98、99のものに合っても、

全然ハイブリしないケースが結構ある。そこまでやるべきではないか。

・16Sはある意味では、最低限のコレクションとしてのクオリティーコントロールの一つの基

準として使用しており、寄託者に対する品質確認の一つである。それ以上の解析は個々の

ものが全部違ってきて際限がない。現状ではルーチンに流せる一つの基準として解釈して

いる。

・タイプ・ストレインを使って分類体系を構築するというバクテリアのシステムに対する理

研BRCの責任が極めて大きい。従って、16Sはある意味バンクとして保障することが必要だ。

従って、寄託者から BRCに寄託されたとき（登録番号を発行する前に）この点において明

確にしておく必要がある。

・生物多様性条約（CBD）に関連して、企業が特許を申請する際に出所が必要となる。ヨーロッ

パでは政府がそういう方向性を打ち出しており、一部の国では特許法を変えている。出所

を明確にする必要がある。

・CBDに関連して、公開する菌株は制度として恐らく出所のクリーンなものからカタログに

掲載することが理研のプレステージ上得策と思われる。

・企業等ユーザーサイドから、CBDに照らして法令遵守の観点から、違反している可能性の

あるものは取り扱わないようにという時代になっている。従って、提供する機関側は来歴

を明確にして、法令遵守を徹底することが必要である。

・企業ユーザーサイドは入手経路の透明性を確保したいので、バンクから提供を受けるもの

には来歴（入手経路）の情報が的確に付与されていることが必要である。

・CBD関連で、リソース起源国の監督官庁に、JCMではこのような書式でクリヤーさせます

というような宣誓をすることも必要だ。例えばヨーロッパのコレクションでも、ある意味

で正直申告が第一の基準となっている。文書的には、そこから後ろを追いかけるのは、我々

の範疇から超えていると思う。日本の人が預けてきたものについては、もう一歩突っ込む

必要があると思われる。

・病原微生物の場合は、CBD等に馴染まない部分もあるが、学問上で必要なものは、国内に

とにかく整備して頂きたい。研究に直接関与するような微生物も必要であり、このような

ものは必要条件であり、独自性ということにも繋がると思われる。

・バンク内の人が行った事が評価されなければならない。要するに、論文を出すなという事

とは別に、バンクから提供した微生物を使った研究が新しい事にどう活用されているかを

的確にチェック出来る体制にしなければならない。バンク内からインパクトのある論文が

出たら、その人の評価が高くなるというよりは寧ろ本来的には新しい資源を新種として発
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表することが重要である。

・納税者から見た場合、JCMと NITEがあり、機能の違いという事で、必要な重複は良いが不

必要な重複は避けるべきであり、これがコスト削減に繋がることにもなるので、この辺に

注視すべきだ。

・前掲 14の病原微生物の場合の国際分業についてだが、日本の場合アジアの中の孤児みたい

なもので、国際分業はあり得ず、国内で整備する必要がある。

・従来、ATCCや CBSから、論文からこの株は興味があるから是非寄託して欲しいと云われ

ると、名誉な事であるといって、何の条件も付帯しないで出してしまうという風潮があっ

たが、今後は是非理研 BRCでこの部分を受け止めて頂きたい。

・税金を使って得られた研究成果物（生物遺伝資源）は、国内の公的機関にデポジットすると

いう事を、そのプロジェクトを認可する前提のルールの中へ入れておいた方が良い。ATCC

から声がかかってもルール上出せないようにしておくべきだ。

○第 3回（平成 19年 1月 26日）

1. 対象とするリソースの種類

・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。

・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

・学術論文発表のための新規基準株において寄託証明書（Certificate）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。

・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。

・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 Certificate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。

・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。

・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
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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。

・MTA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

・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。

・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。

・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

・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。

・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。

・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。

【情報検討委員会】

○第 4回（平成 17年 11月 10日）

1. 2010年時点で世界最高水準を達成するために、何をどこまで収集・開発・保存・提供すれ

ばよいか。

・2010年に BRCの情報開発技術室が世界最高水準になるためには、重要なリソースの情報が

当該室に集まる構造を構築しておくことが重要。

・外部からリンクを BRCに張って貰う場合、積極的に BRCの URLを提供するとともに、一方、

海外でよく使われているデータベースと関連の深いものであれば、そこから効率よく飛ば
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すという方法もあり、IMSRはそういう形ではうまくいっている事例だ。また関連するデー

タは他機関から貰うようなことも重要。

・データベースの内容を丸ごとダウンロードして使ってもらえるようなデータ形式でも公開

してはどうか。

・2010年で世界最高水準と云うことだが、人員、機材が不十分で気合だけでは難しいと思う。

限られた資金で今後維持にかかるコストが増加し、人員的に開発なり維持が適正に回って

行くか心配だ。我々委員が強力にサポートし予算が維持若しくは増えるように働きかけた

い。

2. 今までの実績を踏まえ、コスト意識を持って現実的な将来像を描きつつ、永続的なリソース

センターに繋がるためには

・データ数が増えれば増えるほど、維持・更新は加速度的に大変になってくるのは明確だ。多分、

5年後にはすごい数になるのではないかと思う。従って、資金を投入する必要がある。なん

とか省庁を説得して資金を得たいが日本の場合、維持関係には資金を出さないと云う点が

ある。

・費用対効果の問題で、ある一定の費用に対してこれだけの効果があったと云うことを明確

に説得力のある形で示すことが重要。

・リソースデータの維持・保存のコストの面で、リソースは増えてくるわけで、それに要し

た経費についてモデルの話として説明しなければならない。例えば、ライフサイエンス事

業の何％を充てるべきとか、そういうことをどこかで云って頂いて、それで予算を確保す

る以外にないのでは。

3. リソース開発事業の位置づけ

・リソース開発は、今ある情報をうまく整備してリソース化することと、データ解析を行っ

て新しい情報を生み出すことに二分される。まずはリソース化に重点を置く。

・BRCのリソースを用いて独自のデータ解析を行うことも、先導性を確保する上で必要である。

4. リソースの質的な側面についても評価を受けられる体制を構築する方策について

・Webのサービスの場合に、どの国からどの位アクセスがあったか統計をとることも重要だ。

現在、無償のソフトウェアもたくさんあるので利用されたら良い。

・集めた文献のインパクト・ファクターを積算するとか、それから成果として集めた文献が

どれだけ引用されているか、引用数を調べるとかという評価、要はこれだけ役に立ってい

るのだという数値を出すことが必要。

・確かにペーパーや何かの文献情報も大切だが、アクセス情報というのは非常に大事で、ア

クセス元を把握することで、いろいろな特性を得るという試みをされてはどうか。こうす

ることによってリソース情報そのものの付加価値が増加すると思う。

・リソースの質の評価を情報でそのようにサポートしていくか。また、リソース情報の見せ

方の工夫をどのようにするかが重要。

5. その他

・バイオリソースといった場合、ライフサイエンス研究に資する研究材料をさす場合と、遺

伝的多様性をもつ生物資源をさす場合がある。バイオリソースセンターとしては、前者の

研究材料にウエイトを置いて事業をおこなっている。ただしリソースによっては生物多様

性条約、原産国の権利に注意を払う必要がある。

・海外への提供に際して、特にアジアとの連携で、提供したリソースに対する研究成果につ
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いて、どの国でどれくらいの成果が出ているか調べることが重要。

・情報解析技術室の運営については、素晴らしい進展ぶりだ。特にリソースがどこで使用さ

れるのかと云う文献が提示されると、そのことが当該リソースの提供促進に繋がると思わ

れる。

・内部のWebのリンクだけでは駄目で、DDBJで実施しているが、Webのリンク先を提示す

るだけでなく、テキストのような方法でデータを全部提示しテキストでもらいたい研究者

には全て供給できるようにすると共に、カタログ掲載の全てを xmlで提示してはどうか。

内容のデータを提供する方法を考えないと、利用する側にとって使いにくいと思う。

【実験動物検討委員会】

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

　　　　　　　理化学研究所 ｹﾞﾉﾑ科学総合研究ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（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）

　　　　　　　（平成 13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～）

【実験植物検討委員会）

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～）

岡田　清孝　　京都大学 大学院 理学研究科　教授（植物分子遺伝学）

　　　　　　　（平成 13年度～）

奥野　員敏　　農業生物資源研究所 ジーンバンク　ジーンバンク長（植物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）

　　　　　　　（平成 15年度～平成 17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 遺伝子実験センター　センター長（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～）

委員委員
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【細胞材料検討委員会】

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 シグナル分子研究ラボ　ラボ長（細胞増殖因子）

　　　　　　　（平成 13年度～）

笹井　芳樹　　理化学研究所 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～）

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～）

【遺伝子材料検討委員会】

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～）

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～）

向井　鐐三郎　（社）予防衛生協会　顧問

　　　　　　　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～）

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～）

吉田　純　　　名古屋大学 大学院 医学研究科　教授（脳腫瘍の診断と治療）

　　　　　　　（平成 13年度～）

【微生物材料検討委員会】

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～）
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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～）

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～）

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～）

【情報検討委員会】

伊藤　剛　　　農業生物資源研究所 ゲノム情報研究グループ	ゲノム情報研究チーム	チーム長

　　　　　　　（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	資源情報課　主任情報員

　　　　　　　（科学技術情報流通技術の開発）

　　　　　　　（平成 14年度～）

中村　保一　　かずさ DNA研究所 植物分子第一研究室　室長（植物ゲノム科学）

　　　　　　　（平成 14年度～）

松本　耕三　　徳島大学　助教授（実験動物データベースの構築）

　　　　　　　（平成 14年度～）

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）

　　　　　　　（平成 14年度～）

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）

　　　　　　　（平成 14年度～）


