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独立行政法人第 2期中期計画の開始にあたって
―継続と発展―

　「信頼性」、「継続性」、「先導性」：理化学研究所バイオ
リソースセンター (BRC)は、2001年に設置されました。

設立以来、「信頼性」、「継続性」、「先導性」をモットー

に活動しています。当センターの運営には、研究コミュ

ニティとの緊密な連携が不可欠であり、センターの事業

全体に関しては国内外の有識者で構成されるバイオリ

ソースセンター・アドバイザリー・カウンシル、各々の

リソースに関しては研究コミュニティの代表者から成る

リソース検討委員会、また開発研究に関してはレビュー

委員会の助言・提言を受けて、事業を実施してきました。

今後もこの運営方針を維持することとしています。

　当センターは、ライフサイエンスの研究開発上最も重

要なバイオリソースであるマウス、シロイヌナズナなど

の実験植物の種子、細胞および遺伝子、ヒトおよび動物

の細胞、微生物、動物およびヒト由来 DNAなどの遺伝

子および微生物に焦点をあて、これらを収集・保存し、

国内外の研究者に提供する事業を実施しております。ま

たリソースの所在・特性に関する情報も提供しています。

2007年から始まった文部科学省第 2期ナショナルバイ

オリソースプロジェクト（NBRP）において、第 1期

NBRPでは参加していなかった微生物材料開発室も中核

的機関として選定され、当センターは 5種類のバイオリ

ソースの中核的機関として活動しています。量的観点の

みならず、質的観点からも世界最高水準のバイオリソー

スの整備をするため、高度の品質管理を実施しており、

特に、産業界での利用が多い、細胞材料と微生物材料に

ついては、ISO9001国際品質マネジメント規格の認証を

取得、維持し、高品質のバイオリソースの提供を行って

います。また、地震などの災害に備えて、貴重なバイオ

リソースを安全に保管するために、理研・播磨研究所の

協力を得て、バックアップ施設を設置しました。

　独法第 2期：理化学研究所は、独立行政法人として
の第 2期を 2008年 4月に開始しました。野依良治理事

長は、第 1期に 5項目より成る「野依イニシアティブ」

を運営方針と定め、研究所をリードしてきました。第 2

期を開始するにあたり、野依理事長は「第 2期中期計画

における三本柱」を方針に加え、理化学研究所および各

研究所、各センターはその実現に全力を尽くすこととし

ています。BRCは、発足当初より「野依イニシアティブ」

ならびに「三本柱」の理念を共有する方針により運営さ

れておりますが、さらに野依理事長の期待に応えるべく、

より多くの実績を挙げる計画を立てています。

　理化学研究所では独法第 2期に入るにあたり研究組織

システムの見直しを行い、各研究所・センターのミッショ

ンに従い、研究組織を 3つの軸に再編成しました。中央

研究所とフロンティア研究システムを統合し創設した基

幹研究所を主体とする「新たな研究領域を開拓する先導

的課題研究」、生命科学研究センター群が実施する「社

会の発展に貢献する組織的戦略研究」、さらにバイオリ
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ソースセンター、仁科加速器研究センターなどの「先端

研究基盤の開発・利用に関する先導的研究基盤研究」で

す。当センターは、独法第 1期においては他の生命科学

研究センターと同じグループに入っていましたが、この

再編成によって、ミッションがより明確になったと考え

ております。BRCにとって最も重大な再編成は、横浜

研究所のゲノム科学総合研究センター (GSC)が発展的

解消を遂げたことであり、それに伴い GSCゲノム機能

解析グループが実施していた網羅的マウスミュータジェ

ネシスプロジェクトが BRCへ統合されることになった

ことです。この統合は当センターの運営方針に大きな影

響を及ぼすものであり、バイオリソースセンター・アド

バイザリー・カウンシルの委員の方々のご意見、ご助言

を受け、またリソース検討委員会に諮り、統合すること

といたしました。

　BRC の研究開発能力の強化と再編成：従前より BRC

においては、センターの運営のモットーである信頼性と

先導性を確保するための研究開発能力の強化が望まれて

いました。また既に BRC発足前 2000年 8月には BRC

を発足するための「バイオリソース準備委員会」が、「多

数のマウス系統を産出するケミカル・ミュータジェネシ

スプロジェクトなどとの緊密な連携を取る方策を十分に

検討する必要がある。」と報告しておりました。さらに、

同年 12月、当時の科学技術庁ライフサイエンス課が作

成した「理研筑波研究所の将来像」においても、「バイ

オリソースセンターとしての機能に、ミュータジェネシ

理化学研究所 理事長　野依 良治（工博）
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スプロジェクトを加えて推進することにより、バイオリ

ソースに特化した、我が国に類を見ない、高機能を有す

るセンターとして機能し、…」と記されております。従っ

て、今回の統合は、研究コミュニティと政府の数年前か

らの要望に添ったものとも言えます。数年間の時間は必

要でしたが、GSCのミュータジェネシスプロジェクト

の移管により、バイオリソースセンターは予算的にも人

員的にも、研究開発能力が大きく強化されることとなり

ました。

　研究開発能力の強化により、バイオリソースセンター

の本来のミッションの遂行に揺るぐことがないような体

制を構築する必要があり、バイオリソースセンターの事

業を、バイオリソースの収集・保存・提供を行う「リ

ソース整備事業」をセンターの「核」として、「基盤技

術開発事業」、「バイオリソース関連研究開発プログラム」

の 3層構造にしました。また、筑波研究所内で研究開発

を行うバイオリソースセンター外の組織を「連携研究グ

ループ」として設置しました。バイオリソースの整備の

ため、大学などのポテンシャルを生かすために、所外に

バイオリソースセンターの「サテライト」を設置するこ

とも計画しています。

　新チームへの期待：BRCへ移管したミュータジェネ

シスプロジェクトは、“バイオリソース関連研究開発プ

ログラム ”の 3つの独立したチームと 1つのユニットと

して再編され、各チーム、ユニットは、独法第 2期期間

中に、これまでの業務をさらに発展させ、バイオリソー

スセンターの一員として、知的基盤、特にマウスリソー

スの整備事業の発展および理研 BRCブランドの確立

に貢献することが大いに期待されます。さらに GSCと

BRCがこれまで実施してきた類似した業務、例えば表

現型解析やデータベース整備などの連携、統合に関して

は、今後関連する室および分担チーム間で綿密な検討と

調整を行う必要があります。

　研修事業：コミュニティにリソースをより効果的かつ
効率的に利用していただくために、当センターが保有す

るリソースに関わる高度技術を普及するための研修事業

も実施してきました。少数精鋭の希望者に実技を中心と

した研修を行っており、学術機関のみならず産業界から

の参加もあり、さらに中国、台湾からの長期研修生も受

け入れています。当初の目的である技術移転はもとより、

多くの所外応援団を得ることができたと考えています、

今後もヒト ES細胞の取扱い技術の研修など、ニーズに

応えた研修事業を実施する予定です。

　国際連携：近年のライフサイエンスの発展に伴い、作
製されるバイオリソースも必要とされるバイオリソース

も、種類と量が急激に拡大し、一国、一機関では到底対

理化学研究所 理事　大河内　眞（筑波研究所 前所長）

3つの事業に明確化したBRCのミッション

連携研究グループ

基盤技術開発事業** 2

バイオリソース関連
研究開発プログラム***

リソース整備事業*

サテライト****
レベル 1

サテライト
レベル 2

サテライト
レベル 3

サテライト****
レベル 1

サテライト
レベル 2

サテライト
レベル 3

バイオリソースの整備事業（収

集・保存・ 提供等）

事業の実施に必要不可欠な基

盤技術の開発

事業の発展に資するバイオリ

ソースの高付加価値化（特性

情報・品質管理技術等）及び

新規リソースの開発を、リソー

ス整備事業と研究・技術開発

事業のバランスをとりつつ、組

織横断的に一体的に進める体

制を構築

必要な場合、外部機関のポテ

ンシャルも活用する体制（サ

テライト）を構築

*

**

***

****

バイオリソースセンターの戦略を3層構造に当てはめたイメージ。リソース整備事業を核に。
基盤技術開発事業、バイオリソース関連研究開発プログラムが取り囲んでいます。
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応できない状況になってきました。国際的な協力体制

が必要であり、当センターは世界の関連機関と連携し、

分担しながら整備を進めています。例えばマウスでは、

世界 17の関連機関とともに Federation of International 

Mouse Resources(FIMRe)を結成し、One-Stop-Shopデー

タベースを構築するとともに、複数の機関と「マウス凍

結胚の輸送に関する同意書」を締結し、凍結胚からの生

体復元技術、施設を持たない研究者の利便を図ってい

ます。FIMReには、当センターは創立メンバーとして、

また小幡が副委員長して関与しており、第 4回（筑波）

に引き続き、第 5回会議を 2007年 11月に京都で主催し

ました。シロイヌナズナ、細胞、微生物に関しても、積

極的に交際協力・連携に取り組んでいます。また、バイ

オリソースならびにデータベースの国際標準化という観

点からも、国際連携活動を開始しています。

　さらに、アジアの科学の底上げを目的とし、関連機関

とアジアネットワークの構築を図っています。台湾、中

国、韓国の関連機関と 2機関間協力覚書を締結し、人

材、技術、情報の交流を行っており、また前記の研修

事業も、覚書に従って実施しているものです。また複数

のアジア関連機関と協力してリソースネットーワークを

構築することを開始しており、マウスでは Asian Mouse 

Mutagenesis Resource Associationを 2006年に発足させて

おります。また、微生物は東南アジアの諸国と密接な交

流を続けており、他のリソースに関しても急激に充実し

ている中国、韓国の関連機関と連携を図っているところ

です。

　広報活動：BRCはリソースの寄託者と利用者の支持

により、初めて存在意義が生まれるセンターです。また、

モットーの一つである「先導性」を確保するためにも、

研究コミュニティのシーズとニーズを把握しておく必要

があります。そのために、学会などで、シンポジウム、

パネル展示、ブース展示を行い、多くの研究者に BRC

の活動を知っていただき、利用していただくための広報

活動を積極的に行ってきました。特に、バイオリソース

の実物を展示したパネル、ブースは、新しい寄託者、利

用者を開拓する絶好の機会となっています。

　公的資金によって支えられている当センターにとっ

て、研究コミュニティのみならず、一般市民からの支持、

理解を得ることも不可欠であり、一般社会への説明も責

任の一つと考えています。筑波研究所研究推進部の全面

的な協力を得て、一般公開、特別公開、地元住民説明会

などにおいて、当センターの活動をお知らせしています。

また青少年の「理科離れ」を防ぐ一助として、夏休み中

の「つくばちびっ子博士」では、小学生を研究所に招き

に理科の楽しさを伝え、また中高校生の修学旅行の見学

には、当センターの職員が説明を行っています。今後も

これらの広報活動を継続して行うこととしています。

　評価：BRCは我が国におけるバイオリソースの中核

的拠点として、また「第 3期科学技術基本計画」、「知的

基盤整備計画」、「バイオリソース整備戦略」を実現する

機関として、大きな期待と責任を負っています。それを

十分に果たすためには、厳しい自己点検、自己評価を行

い、外部からの評価、助言を真摯に受けとめ、確実に事

業の進展、改善に努める必要があります。多くの貴重な

助言と提言をいただいた総合科学技術会議、独立行政法

人評価委員会・理研作業部会、NBRP評価委員会の外部

評価委員会、また内部の諮問機関であるバイオリソース

センター・アドバイザリー・カウンシル、リソ－ス検討

委員会、レビュー委員会に深く感謝いたします。具体的

な評価と指摘事項は後の章に掲載いたしました。いただ

いた貴重な助言、提言をセンターの運営に反映させるこ

とが求められております。

　センターとして特筆すべき評価は、独立行政法人評価

委員会・理研作業部会において、第 1期中期計画の総合

評価が、計画以上の成果が収められたとして、最高評価

の「S」をいただいたことです。年度毎には、中期計画

の最初の 4年間が「A」で、最後の 2007年度が iPS細

胞の収集と提供など特記すべき成果を収めたとして「S」

でした。決して派手ではない当センターの事業が、高い

評価を得たことは大変嬉しいことでした。また、最後の

年度だけが「S」だったのにも拘わらず、総合評価で「S」

をいただいたのは、当センターの事業が成果を挙げるた

めには、長い期間を必要とする特殊性を委員の先生方に

ご理解いただき、評価していただいたものと考えており

ます。我が国のライフサイエンスの発展のために、また

究極的には人類の持続可能な発展のために行ってきた当

センターの活動が認められたとは考えておりますが、多

くの留意事項を指摘されており、今後も引き続き「S」

評価を受けられるように、センターの職員全員が気を引

き締めて、事業の改善と発展を図る必要があると考えて

おります。

　当センターは設立以来、国内外の研究者コミュニティ

や文部科学省、理研本所など、関係各方面からの支援を

受け、世界でも有数のリソースセンターとして認知され

始めました。今後も我が国のライフサイエンスを支える

知的基盤事業の中核となり、尊敬と賞賛に値するセン

ターとなるべく最大の努力をいたす所存です。

年報を出版するにあたり、改めて関係者各位の一層のご

理解とご支援をお願い申し上げる次第です。


