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Assessment
評価

バイオリソースセンターの活動
Activities in BioResouce Center

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 21 年 4 月 22 日から 24 日にかけて、第 7 回理化

学研究所アドバイザリー・カウンシル（RIKEN Advisory 

Council： RAC）が行われ、以下の通りの評価を受けた。

【第 6 回 RAC 提言に対する理研の対応の評価】
　バイオリソースセンターは、複数種の生物材料の国際

的な保管機関としての役割、及びバイオリソースの保管

と活用関連の技術を学ぶ国際的な訓練センターとしての

役割を拡大している。また、いくつかの重要な新技術を

開発し、バイオリソース管理の世界的リーダーの一つと

なった。

【所見要約】
　理研の全体的な研究分野と質は国内外いずれの基準に

照らしても傑出していると第 7 回 RAC は考える。理研

は、その顕著な特徴の一つである一流の研究領域を確立

するために物理科学とライフサイエンスの分野において

「小規模」及び「大規模」な基礎研究と目的志向のプロ

ジェクトならびに世界一流の大規模施設の開発とを、巧

みに組み合わせている。理研の組織は、しばしば科学の

最先端にある学際的研究を行う理想的な場所である。つ

まり、理研は未来の科学の進歩に主要な役割を果たす体

制が整っていると言える。

　第 6 回 RAC の提言に対する理研の対応は積極的かつ

万全なものであり、第 7 回 RAC にとって満足できるも

のであった。中央研究所（DRI）とフロンティア研究シ

ステム（FRS）を統合して新たに基幹研究所（ASI）を

発足させたのは、学際的交流を推進し、基礎研究と開発

研究の活動を融合する重要なステップであった。この他、

理研内外との連携を強化する動きが、 RI ビームファクト

リー（RIBF）、横浜の NMR 施設、SPring-8 シンクロト

ロンなどの既存施設の利用拡大、及び播磨の X 線自由

電子レーザー（XFEL）の開発や神戸の次世代スーパー

コンピュータに関連した新しい大規模プロジェクトの計

画にみられる。大事なことは、これらの世界一流の施設

が「理研を世界の科学界に不可欠な存在にする」という

野依理事長のビジョンに沿って世界の研究者に開かれつ

つあることである。

　理研が諮問事項で掲げている「科学技術に飛躍的進歩

をもたらす」という壮大な目標を達成できるように、第

7 回 RAC は、理研が創造力のある個人を発掘し意欲を

持たせるための助力となる多くの提言をした。特に、理

研には、若手及び中堅の研究者の独立性と育成を奨励す

ること、また、まだ十分に活用されていない多くの日本

人女性研究者をより有効に採用することを、一層積極的

に進めることを提案する。また、日本の大学と提携し、

理研における大学院生を増やすことに一層努力すること

を強く要請する。

　また、第 7 回 RAC は、理研における研究の発展を最

大にするため、研究と運営に関して研究所が打ち出すべ

きイニシアチブを提言した。さらには、環境科学と生命

理工学において新しい学際的イニシアチブの可能性を探

ることも提案する。また、理研の事務部門の改革を強く

支持し、そして理事長と理事に管理運営の問題について

助言を行う Administrative Advisory Council（運営アドバ

イザリー・カウンシル）を設置するよう強く要請する。

　他の研究者との共同研究によって、ますます科学が進

歩しており、共同研究を行う相手が遠く離れていること

もよくある。こうした交流を最大限に活かすため、第 7

回 RAC は、理研内の連携を増やし、大学や他の研究機

関を始めとする日本の社会との関係を強化し、理研が世

界の科学界にさらに積極的に参加する方針を提言する。

　困難な事態の中では、日本や人類全体が直面する問題

の解決策を理研にますます求められてくるであろう。理

研は今こそ、これまで以上に、日本そして世界に対して

重要な貢献ができる比類のない貴重な研究機関であると

我々は考えている。

【提言】
個人の科学的想像  力の強化

1. 資金援助、指導助言、所内交流により若手、中堅の

研究者を育成・支援する。

2. 自由発想に基づくボトムアップ研究への支援を維持・
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強化する。

3. 国内外の大学院、医大・医学部との密接な関係を通

して、理研で研究する大学院生の量・質を向上する。

4. 理研の女性研究者と女性の研究リーダーの数を増や

す。目標として、今後 4 年間、新規採用研究室主宰

者（PI）の 25% を女性とする。

5. 臨床研究者の研究機会を拡充するために、臨床フェ

ローシッププログラムを創設する。

優れた研究成果の達成を促すために理研がとるべき 

イニシアチブ
1.  RI ビームファクトリーの運転サポートを増強する。

2.  環境科学分野、生命理工学／定量生物学分野で新し

い研究プログラムの創設を検討する。

3.  生命情報基盤研究部門と新しいバイオインフォマ

ティクスへのサポートを拡充する。

4.  著名な科学者をアドバイザーやセンター長クラスと

して迎え、研究プライオリティの意思決定のため、

独自性のある科学情報入手機能をより一層強める。

5.  政府に対し、持続可能性を保証するための十分かつ

将来予測の可能な資金供給の必要性を明確に示す。

6.  大規模施設を支援するため、公平かつ透明性のある

運転経費を利用者に課金できるシステムを含むビジ

ネスプランを設立する。

7.  事務系職員の強制的な人事異動の廃止、キャリアや

業務スキルを磨くためのプログラムの導入、和英バ

イリンガルな事務環境を重視することによって、理

研の事務システムの有効性と効率性を向上させる。

8.  理研の事務の慣習と手順を評価し、理研上層部に提

言するため、研究部門の AC と同じように、事務の

AC を設置する。

9.  ヒトを研究対象にする研究に関する理研の基準を確

立する。

理研内での連携 

1.  適切と考えられる場合には理研内の複数センターで

兼務できる研究者を任命し、学際領域における人的

交流と研究協力を促進することを検討する。

2.  研究所をまたがるひとつ以上の学際研究プログラム

を設立することを検討する。

3.  既存の理事長ファンドワークショップを基にして学

際的な議論を進めるために全理研的なワークショッ

プを構築する。

理研と社会 

1.  研究者としての経歴の様々なレベルで大学との人事

交流を促進し、大学との関係を強める。

2.  知的財産戦略の強化を継続し、研究利益の社会への

還元を促進し、新しい収入源を可能とする。

3.  科学技術の分野で新たに発生する開発課題をモニ

ターするため、科学政策担当部署を設置する。

4.  一般市民との相互の信頼、理解を強めるため、積極

的な交流と対話を行う。

5.  意見調査や一般市民とのコミュニケーション活動を

通して、理研に対する良いイメージを発信する。

理研と国際的科学界 

1.  ヒトの遺伝子データの公開に関する理研の方針を検

証して、国際標準のコンプライアンスを充たすもの

であることを確認する。

2.  引き続き、国際的に傑出した人材を研究職、事務職

に雇用する。

3.  研究、事務、両部門において英語を話す風土の醸成

を継続する。

4.  研究活動の国際的な中核であり続け、アジア及び全

世界において理研への認識を高める。

【委員】
Dr. Zach W. Hall ＜議長＞ 

Emeritus Vice Chancellor, University California, San 

Francisco, USA

(Founding President, California Institute for Regenerative 

Medicine) 

Dr. Yuan Tseh Lee （李 遠哲） ＜副議長＞ 

President Emeritus and Distinguished Research Fellow, 

Academia Sinica, Taiwan

(1986 Nobel Laureate) 

Dr. Hiroo Imura （井村 裕夫）＜副議長＞ 

Chairman, Foundation for Biomedical Research and 

Innovation, Japan

Principal Fellow (Chair), Center for Research Development 

Strategy, JST, Japan

(Professor Emeritus, Kyoto University)

 

Dr. Howard Alper 

Distinguished University Professor, University of Ottawa, 

Canada

Chair, Government of Canada Science, Technology and 

Innovation Council, Canada

 

Dr. Teruhiko Beppu（別府 輝彦）

Professor, Advanced Research Institute for the Sciences and 
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Humanities, Nihon University, Japan

(Professor Emeritus, University of Tokyo and former 

Chairman, Japan Bioindustry Association)

Dr. Colin Blakemore 

Professor of Neuroscience, University of Oxford, UK

(former Chief Executive, UK Medical Research Council)

 

Dr. Rita R. Colwell 

Distinguished University Professor, University of Maryland at 

College Park, USA

(11th Director, National Science Foundation) 

Dr. Mitiko Go （郷 通子）

Executive Director, Research Organization of Information and 

Systems, Japan

(Former President, Ochanomizu University)

Dr. Toshiaki Ikoma（生駒 俊明） 

Executive Vice President, Canon Inc., Japan (Professor 

Emeritus, University of Tokyo）

Dr. Biao Jiang（姜 標） 

Director, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese 

Academy of Sciences, China 

Dr. Paul Kienle 

Professor Emeritus, Department of Physics, Munich 

University of Technology, Germany

(former Director, GSI Darmstadt) 

Dr. Karin Markides 

President, Chalmers University of Technology, Sweden 

Dr. Rainer E. Metternich ＜ RAC 会議欠席＞

Vice President, Basic Research, and site head, West Point, 

Merck & Co., Inc., USA 

Dr. Hans L. R. Wigzell 

Senior Strategic Advisor/Professor, MTC, Karolinska 

Institutet, Sweden

（former President, Karolinska Institutet） 

Dr. Allan Bradley 

Director, Wellcome Trust Sannger Institute, UK 

Dr. Max D. Cooper 

Professor, Department of Pathology and Laboratory Medicine 

Emory University, USA 

Dr. Hidetoshi Fukuyama（福山 秀敏） 

Professor, Tokyo University of Science, Japan (Professor 

Emeritus, University of Tokyo）

Dr. Sydney Gales 

Director, Grand Acceleraeur National D’lons Lourds, France

 

Dr. Sten Grillner 

Professor and Director Nobel Institute for Neurophysiology, 

Karolinska Institutet, Sweden 

Dr. Wilhelm Gruissem 

Professor, ETH Zurich, Institute of Plant Sciences, 

Switzerland 

Dr. Jean-Louis Guenét 

Director, Unite de Genetique des Mammiferes, Institut 

Pasteur, France 

Dr. Jerome Hastings 

Professor, Photon Science, SLAC National Accelerator 

Laboratory, USA 

Dr. Bengt Långström 

Professor, Uppsala University, Sweden 

Dr. Mark Lathrop 

Director General, Center National de Genogypage, France 

Dr. Austin Smith 

MRC Professor and Director, Wellcome Trust Centre for Stem 

Cell Research University of Cambridge, UK 
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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 21 年 1 月 19 日から 21 日にかけて、第 3 回理化

学研究所バイオリソースセンター アドバイザリー・カ

ウンシル（RIKEN BioResource Center Advisory Council： 

BRAC）が行われ、以下の通りの評価を受けた。

理化学研究所バイオリソースセンター (BRC) と各開発
室、研究チームの成果と将来計画に対するコメントと提
言

【過去 3 年間の BRC 全般の成果】
総論 

　理研 BRC は、前回のレビュー以降の 3 年間で、高品

質のコレクションの収集、保存、保管、提供において顕

著な前進をもたらした。理研 BRC は日本の科学を支え

る重要なバイオリソース供給源となるという使命を果た

すとともに、アジア各国の研究機関との連携活動を活発

に実施し、世界各国へのバイオリソース提供数を大きく

伸ばした。理研 BRC は国際的な研究コミュニティ、特に、

実験動物コミュニティにおいてその存在が良く認知され

た組織に成育し、また iPS 細胞の提供事業で地位を確立

することにより目標を達成している。この状況は小幡セ

ンター長と彼が率いる組織の不断の努力によって実現し

たものである。このことは、理研 BRC が世界一のリソー

スセンターとしての地位を確立すべく、その努力を継続

かつ加速してきたことを示唆しており、賞賛すべきこと

である。

　世界を先導する理研 BRC 計画が、毎年定率の予算削

減（年約１％）という環境にも関わらず、健全に遂行さ

れたという点は特筆に値する。BRAC は理研 BRC と同

様の視野と品質をもつリソース機関は他には思いつかな

いということは強調すべきであろう。理研 BRC の活動

水準は維持されるべきであり、特定の分野におけるス

タッフの増員と予算の追加並びにセンターの施設の改善

を検討することを強く勧告する。例えば、国際レベルで

成功させるため、出張や人事交流、重要な事務・法務活

動を支援する予算が必要である。

　前回の BRAC で提言に基づく、日本国内レベルの評

価システムの設立は理研 BRC にとって大きな前進であ

る。日本の権威ある専門家の意見は BRAC の海外委員

から高く評価された。

　小幡センター長の有能なリーダシップの下で理研

BRC は、大変うまく組織されており、各開発室と関連

研究グループは全般的に目標を達成している。小幡セン

ター長は、理研 BRC の継続的な活動を維持するために

必要な適切に調整された運営体制を構築した。

評価 

　卓越している。

特記事項および提言 

　理研 BRC が、最低限、現状の予算規模で活動ができ

るよう、日本国政府に奨励する。現在の状況においては

容易ではないが、理研 BRC の使命を達成するためには、

増員が必要である。

　情報解析技術室は、体制やマンパワーの制約にも拘わ

らず、研究コミュニティに対する理研 BRC の公的な顔

第 7 回理化学研究所アドバイザリーカウンシル
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の役目を効果的に果たしている。当室への追加の人員に

よって、このようなサービス業務に加え、研究活動の可

能性も高まるだろう。

　リソース事業と研究事業とを調和させている現在の理

研 BRC の構造は、その事業の円滑な運用と進展のため

に、非常に重要である。BRAC はこの構造に賛成する。

研究活動なくして、科学コミュニティの要請に応える効

果的なリソース整備ということはあり得ないからであ

る。これは、リソースの多様化が進んでいる現時点にお

いて特に重要な点である。開発室の研究者も、関連研究

グループの研究者も、ユーザーのニーズを的確に判断し、

提供するリソースの世界トップレベル品質についてアド

バイスを与える立場にある。この観点から、技術者に対

しては、適切な評価に基づき報奨を与え、また特に優秀

な技術者に対しては、テニュア・トラックの処遇を与え

ることを検討することも重要である。

　知的基盤の改善のための基礎研究も大学や他の研究機

関との連携で実施すべきである。専門知識やマンパワー

の制約のため、新しいリソースの開発や既存のリソース

の特性解析を理研 BRC 単独で実施することは不可能で

あろう。このような背景において、理研 BRC の外部に

新しいリソース開発のための「サテライト」グループを

構築することには意味があろう。

　理研 BRC の提供事業に係わる開発室のほとんどは、

中核である筑波キャンパスに配置されている。しかし、

微生物材料開発室は筑波から約 100km の和光キャンパ

スに残ったままである。筑波キャンパスの施設の改修も

しくは新設によって、微生物材料開発室を収用する適切

なスペースの確保することを強く推奨する。

　バイオリソースセンターとしての理研 BRC の役割が

拡大していることを考慮するに、これまでとは別種の予

算やファンディングの方法を文部科学省は考えるべきで

ある。

　理研 BRC は国際的な科学コミュニティのために、リ

ソース、情報、プロトコルの標準化を確立する最大の努

力をすべきである。理研 BRC がアジア各国すべてのコ

レクションのリソースの品質を標準化するメカニズムを

提案するように、BRAC は示唆する。

【理研 BRC 全体の中期計画について】
総論 

　BRAC はセンターの運営、教育・訓練、評価、その他

の中期計画について同意する。特に、国際協力と教育に

関する計画は特筆に値する。

特記事項および提言 

　本中期計画を実施し、運営の質を維持するためには、

継続したファンディングが与えられることが必須であ

る。これに加え、理研 BRC は外部資金の獲得増を目指

すべきである。

　理研 BRC の資源を最大限活用するためには、各々の

専門性に従い BRC のリソースの特性解析を実施するサ

テライトを設置することを推奨する。このようなサテラ

イトには追加のファンディングが必要だろう。

　理化学研究所ゲノム科学総合研究センターから移管

されたグループは、理研 BRC にとって、非常に有用な

強化である。また、BRAC は、これらのグループが理研

BRC へ追加のリソースやリソース特性解析技術を導入

しており、これらのグループの質について大変好意的な

印象を持った。

　iPS 細胞株のコレクションの増加は、ヒト由来細胞株

の増加とともに、ここ数年の重要な目標となるだろう。

BRAC はさらに多くの特許を取得するよう勧める。

　理研 BRC の国際的役割のさらなる発展については、

ヨーロッパや米国の同じ分野の組織との連携と同様に、

特にアジアの組織との連携を勧める。加えて、アフリカ、

南アメリカ、東ヨーロッパの組織との連携について可能

なところから推進すべきである。

　海外に対する理研 BRC の広報活動や知名度の向上に

ついては、可能な部分から改善すべきである。

　研修事業や人材開発について継続した配慮が必要であ

る。

【各センター AC への理事長からの諮問事項について】
科学的に大きな意義のある業績及び社会的に波及効 

果の大きな業績があったか？
科学史に影響を与える業績があったか？ 

　BRAC は理研 BRC が日本のライフサイエンス分野の

基礎研究、応用研究の進展に顕著に寄与している、類の

ない研究資産であるということで全員の意見が一致し

た。マウス遺伝学、マウスミュータジェネシス、表現型

解析、微生物学、リソースの保管や提供等、各分野にお

いての理研 BRC の業績は日本の社会に顕著なポジティ

ブなインパクトを与えてきた。理研 BRC の科学とリソー

スの質の高さは、ISO9001/JAB の認証取得に反映されて

いるように、理研 BRC の価値と重要性を証明している。

結果として、理研 BRC は国際的な科学コミュニティの

なかで賞賛に値する定評と信頼を確保している。理研

BRC は未来においても、より高い成果を挙げることを
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確実にするために、卓越した活動を追求し続けるべきで

ある。

他国の類似研究機関との比較及びそれに基づく改善 

点は？
世界の研究コミュニティにおける理研のランクは？ 

　世界の類似機関との比較において、理研 BRC は類の

ない重要なライフサイエンスの資産として高く評価され

るということで BRAC の意見は一致した。コレクショ

ンの多様性と価値、生物資源の提供、そして共同研究と

協力活動によって、理研 BRC ブランドは世界的な尊敬

と称賛を獲得している。ATCC やジャクソン研究所のよ

うな機関と比較して、決して多くはない財政支援、狭い

スペース、限られたマンパワーであることを考えれば、

この業績は特筆に値する。さらに、遺伝子、細胞、動物、

植物、微生物からなる比類なき科学分野の多様性が理研

BRC を世界の他機関から差別化している。このように、

理研 BRC は国内から海外に至るまでのライフサイエン

ス研究をサポートする、価値ある欠くことができない機

能を提供している世界レベルのバイオリソースセンター

である。将来にわたりこのレベルの成果を挙げ続けるた

めには、理研 BRC は価値ある類のないコレクションを

進めるとともに、便利で有益な技術を開発し、またリソー

スとサービスの広範な提供と利用を国の内外を問わず推

進すべきである。理研 BRC は世界規模のリソースセン

ター・ネットワークへの融合を追求すべきである。加え

て、理研 BRC はより広範な研究コミュニティに対する

提供事業へと拡大するため、MTA などの方針において

より柔軟な対応の検討をしても良いかもしれない。

理研内外における連携活動の評価及び国際化を含め 

た連携推進に関すること
連携活動がより良い業績や、さらなる連携に結びつ 

いているか？
　総体として、発表論文の質と量、リソースの保存数、

受入数、寄託数及び提供数は、理研 BRC の科学者が理

研 BRC 内、日本全国、そして世界の科学者との連携を

求め、それに参加して活動していることの証明である。

彼等自身の研究活動や、共同研究者やユーザーの研究

プログラムを強化することを通して、理研 BRC は日本

の社会の前進にポジティブなインパクトを与えている。

BRAC は研究連携と協力関係の強化のためのさらなる努

力が確実に行われることを提案する。特に、理研 BRC 

のリソース活動、活動水準、成果を増強するような研究

分野で、理研 BRC と理研の他のセンターの科学者がシ

ナジー効果を生むことは期待できる連携関係を構築す

る貴重な機会がありそうである。同様に、理研 BRC の

卓越した名声とインフラは、日本全国の科学者間、また

同様に近隣のアジア諸国との間で連携を推進するために

利用可能である。AMMRA (Asian Mouse Mutagenesis and 

Resource Association) の例に従えば、理研 BRC はマウス、

植物、微生物を利用した研究の国際連携を強化すること

が可能である。さらに、理研 BRC は理研 BRC で働く科

学者のリクルートを増強し、そして彼等の研修や教育の

強化に努力すべきである。国際連携の展開を進めること

は、このリクルートの努力を助けることにもなり得る。

【委員】
[Core Members]

Dr. Stephen D.M. Brown〈BRAC 会議欠席〉

Director, Mammalian Genetics Unit, Mouse Genome Centre, 

Medical Research Council, United Kingdom  

 

Dr. Jean-Louis Guenet ＜議長＞

Director, Unite de Genetique des Mammiferes, Institut 

Pasteur, France  

 

Dr. Barbara Knowles

Senior Principal Investigator, Institute of Medical Biology, 

A*STAR, Singapore  

 

Dr. Maarten Koornneef

Professor, Laboratory of Plant Genetics, Wageningen 

University, The Netherland  

 

Dr. Toshio Kuroki（黒木 登志夫）

Deputy Director, Research Center for Science Systems, Japan 

Society for the Promotion of Science, Japan

日本学術振興会 学術システム研究センター　副所長  

 

Dr. K. C. Kent Lloyd 

Professor and Associate Dean, School of Veterinary Medicine, 

University of California, United States of America  

 

Dr. Naoyuki Takahata（高畑 尚之）

President, The Graduate University for Advanced Studies, 

Japan

総合研究大学院大学　学長  
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[Chair of Review Committee for Experimental Animal 

Division]

Dr. Hiromichi Yonekawa（米川 博通）

Vice Director, The Tokyo Metropolitan Institute of Medical 

Science, Japan

東京都臨床医学総合研究所　副所長 

 

[Chair of Review Committee for Experimental Plant Division]

Dr. Kiyotaka Okada（岡田 清孝）

Director-General, The National Institute for Basic Biology, 

Japan

基礎生物学研究所　所長  

 

[Chair of Review Committee for Cell Engineering Division]

Dr. Tatsutoshi Nakahata（中畑 龍俊）

Professor, Graduate School of Medicine, Kyoto University, 

Japan

京都大学大学院 医学研究科　教授  

 

[Chair of Review Committee for Gene Engineering division]

Dr. Jun-ichi Miyazaki（宮崎 純一）

Professor, Graduate School of Medicine, Osaka University, 

Japan

大阪大学大学院 医学系研究科　教授  

 

[Chair of Review Committee for Microbe Division]

Dr. Makoto Watanabe（渡邉 信）

Professor, Graduate School of Life and Environmental 

Sciences, University of Tsukuba, Japan

筑波大学大学院 生命環境科学研究科　教授

 

[Chair of Review Committee for Bioresource Information 

Division]

Dr. Satoru Miyazaki（宮崎 智）

Professor, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, 

Tokyo University of Science, Japan

東京理科大学 薬学部　教授

 

[Chairs of Research Review Committees]

Dr. Ryo Kominami（木南 凌）

Professor, Graduate School of Medical and Dental Sciences, 

Niigata University, Japan

新潟大学大学院 医歯学総合研究科　教授

 

Dr. Toshihiko Shiroishi（城石 俊彦）

Professor, Mammalian Genetics Laboratory, National Institute 

of Genetics, Japan  

国立遺伝学研究所 系統生物研究センター　教授

第 3 回バイオリソースセンターアドバイザリーカウンシル



評価
Assessment

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 13 ―

総合科学技術会議（CSTP）における評価

　平成 20 年 10 月に総合科学技術会議（CSTP）が開催

され、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

以下の通りの評価を受けた。

【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

文部科学省　独立行政法人評価委員会

　平成 20 年 6 月、平成 21 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 19 年度、中期目標

期間（平成 15 年 10 月～平成 20 年 3 月）、平成 20 年度

の実績について、以下の通りの評価を受けた。

〈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。
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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。

〈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
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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

〈平成 20 年度評価〉
【評価概要】

評価：S

留意事項：
バイオリソース整備事業に関しては、目標値を大幅 

に上回る収集・保存数を実現したことを高く評価す

る。今後も研究ニーズや価格等を踏まえつつ適切に

バイオリソースを整備すべきである。コストダウン

に向けた取り組みも行うべきである。

　また、バイオリソースの提供数も着実に伸びており、

設立以来、最高の提供数を達成したことを高く評価

する。これまでの取り組みにより、業界での高い信

頼を確立しつつある。iPS 細胞及び ES 細胞の世界最

大のバンクとしても試料提供数を増やしており、幹

細胞研究の進展に大きく寄与している。今後もその

役割を果たしてほしい。

我が国の研究の品質確保のため、再現性の保証され 

た高品質のバイオリソースの使用について学会等で

啓発活動を行っていることを高く評価する。

アジアでのリソース整備における連携とレベルアッ 

プを目的とした Asian Network for Research Resource 

Centers の設立に向けて、主導的な役割を果たしてい

ることを高く評価する。アジア固有のバイオリソー

スの利用についても取り組むべきである。

【委員】
樫谷　隆夫　　　　日本公認会計士協会　常務理事

栗原　和枝　　　　東北大学 多元物質科学研究所

　　　　　　　　　教授

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

小出　重幸　　　　読売新聞社　編集委員

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 工学研究科　教授

永井　良三　　　　東京大学大学院 医学系研究科 教授

中西　友子　　　　東京大学大学院 

　　　　　　　　　農学生命科学研究科　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 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、以下の

通りの評価を受けた。

〈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
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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

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

　　　　　　　　　　　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

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

　平成 20 年 12 月から平成 21 年 1 月にかけて、平成 20

年度バイオリソースセンターリソース検討委員会が行わ

れ、各バイオリソースの整備、品質管理、技術開発等の

事業の運営にかかわる事項について、センター長の諮問

に応じて、専門的見地から助言・提言を受けた。

○実験動物検討委員会
第 8 回（平成 20 年 12 月 17 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

期待以上の実績を挙げている。・ 

特記及び留意事項
特になし。・ 

助言・提言 

理研・ BRC ブランドの更なる充実が大切と思われ

る。

事業の継続性が重要であり、その確保のために・ 

BRC 利用状況及びマウスを利用した発表論文等の

具体的な成果を示す必要がある。

単純な数値目標からの脱却が近い将来、大きな課・ 

題となると思われる。

米国・ Jackson 研究所を越えるためには、何が今後重

要になるか検討しておく必要がある。

人材養成には時間がかかるので、その手当を常に・ 

考えていただきたい。

「担い手」の将来を考えておく必要がある。また、・ 
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技術者のモチベーション維持の考え方も示してい

ただきたい。

バイオリソース事業に「国際競争に勝ち抜き」と・ 

いうような言葉はそぐわないのではないか。研究

と区別した表現にしておいた方が良いと思われる。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、事業をさらに発展させた。・ 

特記及び留意事項
特になし。・ 

助言・提言 

野生由来の近交系に対する取り扱い及び収集する・ 

基準を明確にすること。

米国・ Jackson 研究所との違いを明確にすることが必

要。

マ ウ ス 系 統 の 品 質 管 理 に つ い て、・ Japan Mouse 

Clinic との関係並びに Japan Mouse Clinic の活用計

画を具体的に説明することが望まれる。

第一期・ NBRP のサブ機関からの寄託については、

継続してフォローアップすることが望まれる。

標準系統について、凍結保存成績を・ HP に公開して、

理研 BRC の技術レベルを示しておくことも重要と

思われる。

連携研究グループとの関連性を明確にする必要が・ 

ある。

3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

オルガネラを可視化するマウス系統の収集。・ 

各種のダブル・ Tg マウスなどの複合モデルの収集。

汎用性の高いモデルマウスの開発。・ 

「・ NOD/SCID+KO-genes(new)」が重要であり、期待

されるものとなる。

遺伝子レベルのヒト化マウス ( 単なるトランスジェ・ 

ニックではなくマウス遺伝子をヒト遺伝子で置換

したマウス )。

 ・ Cre-driver マウスを発現情報と共に収集・整備する

ことを促進すべきである。但し、Cre-driver マ

ウスの解析は大変であることを認識して行うべき。・ 

研究コミュニティーからの要望をすぐに上げるシ・ 

ステムの構築が必要ではないか。

公募課題選定については、脳、癌、免疫等のよう・ 

に開発テーマを特化してはどうか。

4.  その他
助言・提言 

 ・ BRC は安定した継続性が最も重要であり、そのた

めの努力を行っていただきたい。

 ・ BRC 内だけでは解決できない問題ではあるが、安

定した事業運営のためには人材の継続的な確保が

重要である。人件費枠の確保を何とか目指してい

ただきたい。

今後、量から質への転換が必要となる。量的から・ 

質的変換の具体例を挙げていただきたい。また、

ユーザーを加えた質の内容の検討システムを考え

ていただきたい。

リソースの整備とそのための技術開発は両輪であ・ 

るので、これまで通り堂々と主張すべきである。

 ・ BRC 全体のロードマップ ( 基盤から開発までの道

のり ) を示していただきたい。

資金が不足してできない将来計画について、具体・ 

例を示していただきたい。

技術者に対する評価系を検討していただきたい。・ 

ユーザーには・ BRC 動物の寄託者ではなく利用者を

含めていただきたい。

【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）

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）

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）

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）

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）

　※：委員長
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進むので、今後益々インフォマティクスが重要に

なる。

比較ゲノム的リソースの適切な選択が必要である。・ 

また比較ゲノム的なインフォマティクスも重要で

ある。

培養細胞はゲノム構造、発現など、変化してしま・ 

う可能性がある。培養細胞の安定した形質を維持

するための品質評価が大事になる。一方、品質管

理は必要であるが、どこまで厳密に行うかがポイ

ントである。評価方法の確立が望まれる。

リソースに関係する人材の養成は今後重要である。・ 

国際交流を更に積極的に行い世界の研究状況をつ・ 

かむことを望む。アジア地域を意識して取り組む

こと。パキスタン、中国などアジア諸国のリソー

スと情報を得れば外国の 2 つのセンターと比べて

特色が大きくなる。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、事業をさらに発展させた。・ 

特記及び留意事項
独自のリソース収集が進んだ。細胞の凍結保存技・ 

術は大きな進歩である。

シロイヌナズナと近縁のハクサイ等作物研究者と・ 

連携したことは非常に良いと思う。

カタログの更新、特に画像情報を付加したことは、・ 

リソースのイメージをつかむことに効果が大きい。

助言・提言 

独自のリソース整備、収集が基本であるが、リソー・ 

スの質の向上により、利用の拡大を検討すること

が重要である。

種子、クローン等のハードだけでなく情報のソフ・ 

ト面をさらに充実させていただきたい。

画像データの精度を上げること・ ( 必要に応じて拡

大できるシステム ) を検討していただきたい。

保存技術の開発は重要で大きな貢献となるので、・ 

実用化を急いで欲しい。

モデル植物とモデル作物からの研究者コミュニ・ 

ティーとのネットワーク形成が必要である。

農林水産省の作物研究者、作物研究データとの連・ 

携を図ってユーザー ( 研究者、学生、育種家 ) の利

用しやすい情報を発信していただきたい。

作物との関連については、国内のみではなく、海・ 

外特にアジアの研究者との連携を進めてはどうか。

○実験植物検討委員会
第 8 回（平成 20 年 12 月 17 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

期待以上の実績を挙げている。・ 

特記及び留意事項
シロイヌナズナに関しては、アメリカ、イギリス・ 

との 3 大拠点としての地位を確立し、世界３大拠

点の中でも最も活発なセンターに成長・充実して

きた。

コミュニティーの期待に十分に対応し、新規リソー・ 

スの開発、社会へのアピールも積極的に行ってい

る。

シロイヌナズナから展開してハクサイなどの作物・ 

に展開している。

植物細胞のリソースはユニークな材料となってい・ 

る。

ゲノム、細胞、変異体リソースに関わる人材を育・ 

成した。

カタログ・ DB バージョンアップ、ハクサイのゲノ

ム解析とシロイヌナズナのゲノムとの関連付けは

特記すべきである。

助言・提言 

シロイヌナズナのゲノムリソース、変異体リソー・ 

ス、野生株リソースがコアリソースとして重要な

位置を占めているので、表現型の解析などによる

質の一層の向上が必要である。

ゲノムリソースは・ PSC が作成した cDNA リソース

が中心になっているが、今後は cDNA だけではな

く BAC libraries の収集も行っていただきたい。

モデル植物・ ( シロイヌナズナ ) からモデル作物への

移行は国内・国際的なトレンドに沿ったものであ

るだけでなく、これらのトレンドを先行誘導する

ものであり、当センターの責任は重大となりつつ

ある。

シロイヌナズナを中心としたデータベースの整備・ 

が急速に進んでいることは研究者コミュニティを

育て拡げる効果を与えると期待される。

 ・ SABRE を拡張して、シロイヌナズナを中心に近縁

な植物ネットワーク (ABRANA の充実 )、さらに遠

縁な植物を横断的に参照できるシステムを開発で

きれば ユーザーの利用度はあがる。

様々な植物種のゲノムシークエンスの解析が急速・ 
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国際会議を利用して、国際的ネットワークを構築・ 

することが益々重要になってくる。

3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

シロイヌナズナ野生系統から培養細胞を樹立して・ 

いることは重要な事業であり、今後一層力を入れ

ていただきたい。

日本がリードする完全長・ cDNA リソースの整備は

国際的貢献の面で重要である。

ハクサイを含めたアブラナ科作物の・ cDNA ライブ

ラリ ( 海外で作製されたものを含めて ) も収集して

提供してはどうか。

野生株の環境応答など形質情報は・ SNP との関係で

重要である。

 ・ PSC から導入された FOX line の追加分について

は、十分な評価を行っていただきたい。

 ・ Data Base の重要度は今後益々増加するので、連携

しつつ充実を図っていただきたい。

オンラインカタログの整備・ ( 写真、形態、生理的

特徴なども付けて ) も検討していただきたい。

 ・ SABRE、ABRANA は横断的解析に重要であり、

充実させ、基礎から応用への展開での観点から応

用作物との連携をお願いしたい。cDNA リソース

を持たないものについても公的 DB の情報等を用

いてデータとして提供することも検討していただ

きたい。

4.  その他
助言・提言 

バイオリソースの重要性を社会へ広報・宣伝する・ 

ことは長期的に重要な活動となるので、今後も積

極的に取り組んでいただきたい。但し、一定の労

力と資金を割く覚悟が必要である。

モデル植物の栽培キットが学校の授業で利用され・ 

ると目に見える活動になる。

長期的には、植物科学におけるシロイヌナズナの・ 

比重が下がってくるので、それにあわせて、どの

ように他の植物のリソースへと展開してゆくかが

重要な課題であろう。まずはアブラナ科植物 （作

物） で進める場合、機能解析用大規模リソースの整

備は難しいので、基盤技術 ( 形質転換、培養技術等 )

の開発が重要であると思う。

 ・ BRC 主催のアジア地域を中心としたアブラナ科関

連リソースに関する国際シンポジウムを開いてリ

ソースの情報交換をおこなってはどうか。その際、

リソース寄託の可能性のある研究者を招待するこ

とが望ましい。

【委員】

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）

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）

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）

河瀬　眞琴　　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）

後藤　伸治　　宮城教育大学

　　　　　　　名誉教授（植物生理学）

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）

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）

　※：委員長

○細胞材料検討委員会
第 8 回（平成 20 年 11 月 25 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

 ・ RIKEN ブランドを確立し、期待以上の実績を挙げ

ている。

特記及び留意事項
特に・ ES 細胞、iPS 細胞等の幹細胞の系統的な収集

と配布は、多くの研究者が求めている研究社会の

要請に適切に応えるものであり、素早い取り組み

は高く評価されるべきである。遺伝子解析用細胞、

癌細胞株、動物細胞等の収集も計画通り進んでい

る。

トータルなサポート力、安定した継続力、品質に・ 

関する信頼性で高い水準を保っている。

開発事業についてはマイコプラズマ、・ STR、SSLP 

等品質管理を保証する信頼性を確立するための技

術を開発し、標準化について SOP を充実しつつあ

る。

国際交流、広報、人材育成についても実績を挙げ・ 

ている。
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ば、寄付講座のようなものを作って、共同開発で

研究を進めたらどうか。また再生医療等を中心に

バイオリソース事業の将来性と交流は、資金導入

の増加に繋げられるのではないか。

国家戦略として補助金化すべく努力すべきである。・ 

研究者コミュニティがどのような細胞株を望んで・ 

いるのか、アンケートを継続的に行うべきである。

アジアの中心となることが望まれる。・ 

マイコプラズマ感染、細胞クロスコンタミ、・ STR 

多型等について、解析ツール ( プライマーやポジ

コントロール等 ) をユーザーに提供していくこと

を考えても良いのではないか。

標準化の国際連携は大いに評価できる。今後の成・ 

果が期待される。

いつまでにどのようなことまでの対応をするのか・ 

( タイムテーブル ) を明確にし、その行程に照らし

て現在はどのような位置にあるか明らかにするこ

とが望ましい。

尚、指摘事項に受身的、平板に対応するのではなく、・ 

BRC の基本方針の視点から指摘事項の意義付けの

優先順位を明確にし、対応すること。

3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

ヒト・ iPS 細胞を含む幹細胞が最優先に整備すべき

リソースであることは確かであり、策定された計

画は全体としては十分に評価できる。

ヒト正常組織由来細胞の代替となるような・ ES 細

胞、iPS 細胞由来の分化細胞の系統的収集が必要で

ある。

 ・ iPS 細胞、ES 細胞の標準化項目は、樹立者、先端

研究機関とのより密接な交流が必要であり、彼等

から多くの意見を集めるとともに、BRC が提供活

動や follow up 活動を通じて、早急にコンセンサス

を纏めると良い。

新しい評価方法・  ( 例えば多分化能、細胞接着と単

一培養の分化誘導等 ) の確立と継続的な見直しが

重要。

上記の・ iPS 細胞等に関する問題点と計画について

は整合性が高く、是非積極的な進展を望む。

細胞の分離やイメージングに資する特殊な蛍光で・ 

マーキングされた cell resource 及び animal resource 

へのニーズは高い。

尚、向上すべき目標の設定も必要。・ 

助言・提言 

技術センター的な役割を果たす努力をすべきであ・ 

り、インターンシップも必要。

ウイルス感染検査項目の充実、無血清培地の開発、・ 

自動培養装置の開発等の基盤技術

開発を進めるべき。また開発事業に関してサテラ・ 

イト機関の貢献度を評価すること。

内部および外部の人材育成に関して、・ BRC はナ

ショナルセンターとして、他のバンク、関連学会

と情報交換、連携を実施し、育成コースのシステ

ム化、戦略カリキュラムの設定、全国的 ( 公共、民間 )

レベルの技術員の養成と派遣等、一層積極的に事

業を進めること。

加工貿易的に高付加価値化を行い、細胞・遺伝子・ 

資源のコレクションを増やすことはできないか。

国際連携にも実績を挙げているが、海外で特にア・ 

ジアでの拠点を作ってはどうか。知財には配慮す

べきであろうが、技術交流だけでも良いし、リソー

スの開発になるのではないか。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、満足すべき成果を挙げ、事業をさ・ 

らに発展させ、充実させた。

特記及び留意事項
最新の・ ES 細胞、iPS 細胞等の収集、分配も開始し

ており、またヒト ES 細胞の分配については文科省

の承認を得て迅速に対応しており、評価できる。

臍帯血の使用手続きの簡素化に努力したことは、・ 

評価に値する。

品質管理、細胞の標準化にも積極的に取り組み、・ 

大きな成果を挙げた。

細胞材料収集についての優先順位付けについて大・ 

変きちんとできている。

 ・ RIKEN ブランドの確立に基づいて、最先端研究分

野とも良好な連携関係を構築した。

尚、正攻法的には、ほぼ十分な努力をされたと思・ 

うが、具体的な指摘事項についてはもう一工夫す

る余地がある。

助言・提言 

財政基盤整備の方策と工夫が重要であり、公的資・ 

金以外の資金導入法は工夫する余地がある。例え
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4.  その他
助言・提言 

 ・ ES 細胞、iPS 細胞等の収集、配布を開始できたこ

とは評価できる。今後、国内のアカデミアとのよ

り強い連携が必要。ISO 認証マイコプラズマチェッ

ク、STR 多型解析、SSLP 解析、ウイルスチェック

等の事業は国際的に高く評価できる。国際連携が

順調に進んでおり、大いに評価できる。

ナショナルリソースセンターとして順調に実績を・ 

積み上げている。中村室長、小幡センター長はじ

め BRC のメンバーの意気が高いことが印象的であ

る。今後、人材面での継続性をどのように担保す

るのかについて興味がある。

全体としての取り組み状況は日本の研究機関の事・ 

業でも最も系統的な活動をしていると評価できる。

このような活動は継続性が生命線なので、厳しい

評価をしながらも、長期間安定した支援をすべき

だと考える。

 ・ NBRP 等委託金の補助金化等も積極的に考慮に入

れた文科省等の柔軟な予算サポートに期待したい。

本件は交付金での安定化が必要。

 ・ BRC の高い cell handling, quality control の技術を

Bioresource の material 提供のみならず標準技術セ

ンターとして機能が強化されることが望ましい。

例えば、通常のトレーニング、プログラムに加えて、

より時間をかけたインターンシップ等のフェロー

シップ制等の柔軟な制度を文科省等が設けること

等も考えられる。

細胞標準化と品質についての遺伝的多型情報等を・ 

付加価値情報としてリソースに標準的に添付して

はどうだろうか。

【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）

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）

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）

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　　岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

　　　　　　　教授（免疫生物学）

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）

　※：委員長

○遺伝子材料検討委員会
第 8 回（平成 20 年 12 月 19 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

概ね期待以上の実績を挙げている。・ 

特記及び留意事項
特になし。・ 

助言・提言 

本事業は投入資源を考慮しても成果は大きい。・ 

 ・ BRC の中での遺伝子材料のポジションの充実が大

切であろう。

収集・保存の方針を明示して欲しい。提供内容の・ 

変化があればそれを示し、それに対する対応も考

慮して欲しい。

 ・ BRC 遺伝子ライブラリーの他のバンク、市販品と

の差別化が鍵である。

遺伝子の提供先として海外・ 25% は評価できるが、

企業が 3% と低い。企業側からみたとき、なにか

使いにくい点があるのではないか、調査と検討が

必要。

ヒト及びマウスの・ cDNA を全て大腸菌、並びに哺

乳動物発現ベクターに入れた形で揃っていれば大

変よいと思われる。

 ・ non-coding / micro RNA も今後、ヒト、マウスで揃

えるべきである。

保存方法・システムの技術開発は大事で、最終的・ 

には経済的・安定な運営につながる。優秀な保存

技術を持つ機関が世界のバイオリソースをリード

することにもなる。保存システムの低コスト、省

スペース化の研究開発を大いに推進して欲しい。

開発事業に関しても期待以上の大きな成果を挙げ・ 

ている。Two vector 系も大変有意義である。今後さ

らに、蛋白切断酵素その他の系を充実させて欲し

い。

理研のレベルの高さを示すためにも、開発研究に・ 

さらに大きな人的、予算的な増加・増強が望ましい。

冒険的な研究開発にどんどんトライを続けていっ
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3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

現在の方針で良い。・ 

今後の方向性として、レポーターシリーズ、セッ・ 

トバンクなどは、さらに拡充するため強力に進め

るべきである。またそれらの使用法、利用例、そ

の有効性を分かりやすく宣伝していただきたい。

 ・ iPS 研究の進捗のため、核初期化関連転写因子の

標的遺伝子ファミリーのフィッシングと整備は重

要になると思われるので検討されたい。

モンゴロイド・ DNA は貴重であり、各国のコンセ

ンサスを得て全世界的視点で収集し、DNA 解析

もすべき。リンパ球の不死化に EB ウイルス以

外にゲノムが比較的安定に保たれる HPV(Human 

papillomavirus : ヒトヘルペスウイルス ) やトランス

フォーメーション法を用いた方が良いと思う。

多様な生物の・ DNA も貴重なソースと思われる ( 他

にバンクがないような場合 )。

標的蛋白・  ・cDNA ・レンチウイルスなどの発現ベク

ターの収集・整備。

 ・ DNA 収 集・ 保 存 に つ い て は、 次 ( 々 ) 世 代

シークエンサーを用いたゲノムシークエンス、

Epigenetical な解析データベース化プロジェクトと

リンクさせるべきである。

例えば、癌治療研究の基盤材料として・ 

バクテリア・菌類  ( 放線菌など )・植物などの蛋

白トキシンゲノムないし cDNA を整備すると良

い。例 : 緑膿菌のエキソトキシン、ジフテリア

トキシン、植物の RIPs、ただしバイオテロなど

に使われないよう、供与その他は特別の注意が

必要。

インテグリンのセット  ( ヒト、マウス、ラット ) 

cDNA 、接着分子の各種 cDNA のセット ・CD シ

リーズ ( ～ 300) のヒト、マウス、ラット、cDNA 

をそろえていただけるととてもありがたい。ま

た上記 cDNA は発現ベクターに入っていると使

い易い。

遺伝子産物・ ( 蛋白など / 代表的なものだけ、抗体な

ど ) に関しては、保存・品質管理がむずかしいので、

しばらくは「保留」がよいと思う。蛋白リソース

などよりは、発現ベクターに組み込んだ cDNA の

方が有用であろう。( 将来的には抗体蛋白など扱い

が容易で安定性の高いものに関して候補になると

思う )

て欲しい。そのための人、予算の充実を理研、文

部科学省にさらに求めたい。

人材育成について安定的雇用確保を図るべきであ・ 

る。

外部の人に対する研修などを更に充実することに・ 

よりユーザーを増やせる効果も期待できる。

国際交流について、海外、特にアジア諸国の施設（中・ 

国、台湾、インド，韓国、東南アジア等）と上手

に交流を図り、ソースの拡大を図ってもらいたい。

また連携を強め、リソースの共有化、リソース情

報の共有化も検討して欲しい。但し、中国等に遺

伝子を供給する条件として、それらの国のリソー

スも日本に提供させるべきである。

南米の資源も興味があるので、国際連携を続ける・ 

べきである。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、事業をさらに発展させた。・ 

特記及び留意事項
特にライブラリーの地域レベル・ ( 播磨 ) でのバック

アップの短期実現、低コスト菌株保存技術の開発

着手など、真摯な対応が見られる。

助言・提言 

遺伝子リソース事業の重要性は、今後ますます大・ 

きくなる。永続性を確保するため、アカデミアの

協力を得て文科省がバックアップすべきである。

複雑な問題に対する考えは、時とともに変化しや・ 

すいので固定の方針だけでなく、柔軟に委員会な

どで対応していくようにすることが必要である。

ニーズが少なくても、コンスタントに利用者がい・ 

るようなリソースは大切にすべきである。供給量

( 株数 ) のような評価では低くなるので、リソース

の評価法を検討すべきである。

ユーザーが使い易い形態のリソースを整備するこ・ 

とも、この事業を長く支えるための必須の研究課

題となる。

事業性が成立する部分をアウトソーシングする・ 

際は、完全に企業にまる投げするのではなく、

Seed( 種 ) ロットの保管のみは RIKEN BRC で、提

供義務なしで扱うことが肝要である。
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4.  その他
特記事項

委員会の合意として、・ 20 株以上の購入者への 20% 

discount は、進めるべき。

助言・提言 

企業には現状より高くしても良い。・ 

濱田クローンはすばらしい。濱田先生のライブラ・ 

リーの受け入れは歓迎すべきことである。

より多いクローン株の要求にはどうこたえるのか。・ 

例えば cDNA 全部入れた場合等の大型ユーザーへ

の対処を検討すべきである。

ヒト標的化抗体の寄託も、受け入れるべきである。・ 

現在、企業などで売り出されているクローンなど・ 

についても 10 年しないうちに発売停止されること

も多い。重要なものに関しては計画的に集めてい

く必要がある。現時点では、提供できないが、将

来的には理研のような公共的なところから提供す

る必要がある。

以前にも提案したが、日本における・ BRC 材料の利

用を促進するため BRC 材料を利用した研究のため

の研究予算を措置することを、今後の施策として

考慮してはいかがか？

【委員】

斎藤　泉　　　東京大学 医科学研究所

　　　　　　　教授（ベクターの開発）

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）

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）

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）

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）

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）

　※：委員長

○微生物材料検討委員会
第 5 回（平成 20 年 12 月 8 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

概ね、期待以上の実績を挙げている。・ 

特記及び留意事項
理研ブランドとして国際的に評価されており、「信・ 

頼される」機関として、世界の頂点に近づいている。

限られたスタッフ数で、細菌の分類学的基準株の・ 

収集において世界のトップクラスの実績を上げて

いる。これは世界に対しての学術的貢献だけでな

く、日本の多様な生物資源の確保にとっても重要

である。この部分は遅れると回復不可能であり、

優先度は高いと判断される。研究成果の論文発表

は、研究者のモチベーションを高めると共に、研究・

技術レベルを示す最大の広報として評価できる。

一時的な結果の停滞があっても、ブランド価値の・ 

向上を目指して頑張って欲しい。

保存整備を・ type strain に加えて、reference strain を

増やす方向は適正な判断と思われる。

海外、特にアジア、アフリカ、中国等に連帯を求・ 

めるのは一つの卓見である。

 ・ ISO 取得は大きな成果として位置づける事ができ

る。

助言・提言 

これからの・ JCM の発展のため開発事業として、分

類以外の領域での開発を推進するよう検討するこ

とが必要。

バイオリソースは国家的な知的財産であるという・ 

認識を浸透させるための広報活動を更に推進して

欲しい。「水」と「安全」はタダという考え方を「バ

イオリソース」にあてはめるような風潮を変えて

欲しい。

広報の質を高める基本的な活動を充実することが・ 

必要。(JCM 株を利用して学術上、社会上どれだけ

優れた業績が出たのか等 )。

国際交流、広報について、論文発表以外の方法で・ 

の一層の強化を望む。論文では研究者の顔を見せ

ることはできるが、国際交流、広報、人材育成な

ど総合的なアプローチを推進し、JCM という組織

の活動が見えるように努めて頂きたい。

今後、アジアのみならずアフリカ、南米へとの拡・ 

大を期待する。
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健康、環境に関わる微生物を資源化する場合、そ・ 

れらの病原性、機能などを見せなければならない。

現在の JCM は、BRC としての機能的基盤は整って

いるので、国内外の応用微生物研究者との共同研

究の促進に努めて欲しい。

 ・ BSL2 病原菌に関しては、理研が一括管理すべき

で、国の支援が不可欠である。また BSL2 の菌株

が持っている特性を明示できるようにして頂きた

い。

 ・ BRC がアジアの中心となることが望まれるが、ア

ジアを中心とした国際連携も活発に進んでおり、

今後は広く東ヨーロッパ等にも発展して欲しい。

日本への期待は極めて高く、連携にあたっては、

日本の知的基盤についても注力する必要がある。

3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

収集すべき微生物を、焦点をあて戦略的に進める・ 

べきである。

環境分野の応用微生物学者との連携で、その動向・ 

を把握し収集、保存する対象を明確にし、JCM の

独自性を出して欲しい (ex. 今後注目される微生物

→oil 生成微生物、リグニン分解微生物、難分解化

合物分解菌等 )。

対象リソースとしては、発表にあった材料から適・ 

確に優先度を決めて進めていただければ良いと考

えられる。

産業用微生物について製品評価機構・ (NBRC) と重

複する可能性もあるが、射程距離 ( 長期研究を担う )

で差別化して、棲み分けることが必要。

難培養微生物に関連して環境遺伝子やメタゲノム・ 

を如何に bioresource として国の知財とするかとい

う対応策が必要。メタゲノムを bioresource とする

一定の global standard を、理研が提案して欲しい。

古細菌は普遍的環境にも生息し、物質・ / 環境で重

要な役割を果たしているので、整備していただき

たい。

物質・ / 環境に関連する真菌類にはどんなものがあ

るか明確にしたうえで、整備して欲しい。

腸内細菌・ ( ルーメンを含め ) も「食」と「健康」で

は大きな bioresource だが、難培養性でこれからメ

タゲノム解析が進むと思われる。

健康食品に繋がる微生物・ ( 細菌、糸状菌 ) の新しい

我が国における微生物分類研究者が極端に減少し・ 

ている。BRC はその点で大きな責務があり、人材

の育成システムを継続的かつ組織的に維持、強化

するとともに、新しい時代を見据えて発展的な展

開を図って頂きたい。

人材育成は長期間を要するが、既に着実に将来を・ 

見越した人の採用を行っていることは、高く評価

できる。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、満足すべき成果を挙げ、事業をさ・ 

らに発展させたことは高く評価できる。

特記及び留意事項
 ・ BRC から独自に新属、新種を提案しているのは大

変評価できる。理研の only one が見えて来たと思

う。今後も継続して頂ければ、さらにすばらしい

コレクションになると思われる。

分類学的基準株の進捗に比べると、その他の多く・ 

の株は後発的な要素が多く、まだ公開に至ってい

ないものが多いが体制の整備は進んでおり、近い

将来には有用な資産として利用可能になると思わ

れる。特に病原細菌 (BSL2) は独自性を出していけ

る分野として認識されており、BSL2 の菌株を充実

させつつあり、今後は「健康関連」として見せ方

への工夫が期待される。

生物多様性条約・ (CBD) 等に対応して、利用者が安

心して利用できるようになって頂きたいと提言し

たが、東南アジア等を coordinate しており、その対

応を高く評価する。

助言・提言 

環境、健康分野での微生物学の今後・ 5 ～ 10 年の動

向を見据えた収集・保存事業を展開できるように、

関連学会や関連研究者との協力関係を構築してい

く必要がある。

新規性のある特徴的菌株・ ( 機能、生理活性物質等 )

の開発の推進や、微生物株へのゲノム情報を付加

する等、外部にサテライト研究室 ( 連携研究グルー

プ ) を設定しながら検討して欲しい。

 ・ Type strain はリスク管理の一環として複数のコレ

クションが保持しており、理研だけで独自性を出

す必要はないと思われる。むしろ、reference strain 

に variety を持たせる事を今後とも継続して欲しい。
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株の開拓が必要 ( 中国等の発酵食品由来で日本に

ないもの等 )。

バイオマス用の加水分解酵素・ ( セルラーゼ等 ) 生産

に繋がる株の開拓。

国際的な視野に立ち、アフリカや南アメリカを含・ 

めて有用細菌や病原性の情報を集め、リソースの

整備を行う ( アフリカや南アメリカには古くから

伝統的な民間薬等が眠っている )。

 ・ 16S(18S)RNA の分類法から、更に発展的な生物分

類学を構築して欲しい。理研内部で研究育成を期

待する。

出来るだけ多くのゲノム株をゲノム解析して整備・ 

して欲しい。

一般にカルチャーコレクションというと軸足は分・ 

類学にあり、それが最も基盤的技術に違いない。

しかし、大多数のユーザーは分類学者ではないこ

とを考慮して、新しい ｢使われるリソース｣、新し

いユーザーの開拓を考えて展開を図って頂きたい。

人材育成は・ 10 年以上のスパンで返ってくる。アジ

アのパートナーや、日本の初心者ユーザーは微生

物を資源として継続的に利用することから、彼等

を重要な人材育成の対象として頂きたい。

4.  その他
助言・提言 

 ・ BRC の事業の運営には一流の研究者と対等の立場

でやりとりすることが重要であるので、事業の実

施機関であると同時に研究者 ( 室 ) としての自覚を

持って社会的に BRC の地位向上に貢献して頂きた

い。

オールジャパンの視点から大学や・ NBRC 等とも密

接に協力しながら、今後とも、外部との共同研究

を進め相乗効果を出して発展して頂きたい。

人材育成について、大学との連携・ ( 筑波大学との

連携 ) を進めること。

日本独自のグローバルスタンダードを作るよう検・ 

討する必要がある ( メタゲノム等 )。

分類学者向けでは無い「分類の実験マニュアル」・ 

の専門書を発刊して欲しい。

 ・ IJSEM だ け だ と「 分 類 」 だ け の 狭 い 分 野 と 思

われる。境界領域を意識したリソースに係わる

International journal を BRC から発刊してはどうか。

【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）

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）

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）

炭田　精造　　バイオインダストリー協会

　　　　　　　生物資源総合研究所

　　　　　　　所長（生物資源と産業利用）

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）

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）

　※：委員長

○情報検討委員会
第 7 回（平成 20 年 12 月 19 日開催）
1.  過去 3 年間（2006-2008 年度）の実績（整備事業、

開発事業、国際交流、広報、人材育成等）について
評価 

概ね期待以上の実績を挙げている。・ 

特記及び留意事項
多種多様のデータに十分なデータベース化ができ、・ 

BRC リソースの普及に必要不可欠なものになって

いると思う。

特にユーザーの利便性・ ( オーダー支援システム、

オンライン帳票作成システム開発による注文のし

やすさの改善等 ) をよく考え追求しているのはす

ばらしい。

新規リソースの開発、社会へのアピール、国際交流、・ 

人材育成も積極的に行っている。

限られた人員で実績を上げている。・ 

助言・提言 

 ・ SABRE やパスウェイ表示のような利便性向上は素

晴らしい。さらなる強化が望まれる。

リソース情報の・ Daily update を検討されてはどう

か。

運用マニュアルの管理の強化をされてはどうか。・ 

作成したものはなくなることはないはず。維持、・ 
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 ・ DB そのものの改善を進めるためには、委託や外

注によるリファクタリングを行うという手もある。

コストはかかるが、必要性に応じ検討されたい。

人件費抑制のために、外部・ SE を雇用するのは見た

目の人件費は圧縮できるが、実はコストが高い。「月

100 ～ 200 万」くらいはかかっている筈。直接雇用

の方が安価であることを明確に主張した方が良い。

 ・ DB 維持・更新において情報量が増加するにつれ

て、ハードよりも人的コストの負担が大変になる

ので、この点の解決を図る必要がある ( スタッフ

の増加、充実 )。

3.  今後 2-3 年の間に喫緊に整備すべきリソースについ
て
助言・提言 

データベースの運用の持続性は大変重要なことだ・ 

と思う。また、今後リソースが増えていくことが

予想されるのでより安定な運用をめざして、バイ

オリソースセンターとしての問題として解決に向

かっていただきたい。

データベースの分散化、データ分割化は急務であ・ 

り、外部にリスト開発の委託ができないかを検討

すべき。また手直しする時間も人もいないのは問

題であり、BRC 全体で対応すべき問題である。

データセンターを利用した運用はできないか。・ 

運用が破綻するのは間近だと思われ、・ BRC として、

設備、空調、PC の手当が必要。

理研・ BRC だけでは解決できないが、「多くがヒト

疾患モデルとして使われるマウス等の DB」とヒト

（臨床）画像・疾患データベースとの高度な関連付

けが望まれる。

新型シーケンサー等から産出されるデータの処理・ 

も含めて、より大きく考えていただきたい。

提案の課題は直近・ 1 年くらいで行なうべきもので

ある。2 ～ 3 年先の中期的構想を示すべきである。

4.  その他
助言・提言 

より多くの研究者にリソース情報の有用性がより・ 

広く認識されるようになることを期待したい。

実力的には世界でトップクラスであり、特にリソー・ 

ス情報発信はこれから最重要視すべき。広報が不

足か ?

バイオリソースの情報は核心中の核心。・ DB が不安

管理が楽になるようにシステムを見直す必要があ

る。

データ保存用にペタサイズのハードディスクの確・ 

保が重要である。

 ・ BRC の利用に関し、大学等へもう少し何らかの利

用促進のアイデアが必要。

情報がなければリソースは利用できないので、リ・ 

ソース増大に併せて情報系人員も増やすべき。

折角、・ OJT により育成された人材 (SE、派遣職員 )

が企業に帰ってしまうことで BRC の人的資産に

なっていないおそれがある。安定的雇用確保を図

る必要がある。

会社に帰る人を教育しても仕方がない。業務委託・ 

の方法について見なおしたらどうか。会社として

できる人材を提供してもらった方が楽になるので

はないか。

人材育成に関して、筑波大学での室長の講義を受・ 

けた学生がスタッフとして現在加わっている。地

道な努力を続け、バイオリソースに興味をもつ若

い人の育成が実現できれば良いと思う。

2.  過去 3 年間（2005-2007 年度）の指摘事項への対応
について
評価 

真摯に対応し、事業をさらに発展させた。・ 

特記及び留意事項
 ・ DB 事業の内容は大きく広がりを見せた。

助言・提言 

 ・ SABRE 等の独自の構築システムにさらに輝きをか

けていただきたい。

 ・ BRC のブランド力を高めるためにも、リソース情

報のよりユニークな利用法の開発が必要。

情報の流失がないよう、セキュリティの問題につ・ 

いては慎重の上にも慎重を期すべき。

検索ウインドウ一つで探索できるのは、内容を知っ・ 

ている人だけなので、Web カタログ等を充実して

いただきたい。

検索システムへの新しいアルゴリズムの利用に期・ 

待したい。

次期システムの設計検討に取り組んでいただきた・ 

い ( ダウンサイジング、アプリケーション活用な

ど )。また予備設計を行う必要がある。

システムに関しては外部コンサルしてもらうべき。・ 

現時点で破綻しているとすればやり方を変えるべ

きではないか。



評価
Assessment

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 27 ―

定となりそうな状況は早急に解消する必要がある。

少なくとも、理研全体でその危機的状況を理解し、

人員、費用を情報に重点的に回すようにすべきだ

と考える。

年度単位ではなく数年単位での予算獲得を検討す・ 

る必要がある。

マウスを中心に世界が必要なデータを管理してお・ 

り、世界的規模での予算獲得を考えてはどうか。

世界にインパクトを与えるような海外のセンター・ 

との比較が必要。

上位レベルのマニュアルがないということ。マニュ・ 

アル化は難しい。特定の人に仕事が集中しないよ

うにし、複数人で対応するなどを考えたらどうか。

 ・ PC を用いるオリジナルシステムではなく外部に委

託できるようにすべき。

理研統合・ DB、MEXT 統合 DB、省庁連携統合 DB 

の 3 つの段階がある。それぞれとの関係を考え、

BRC 情報の発展のため活用していって欲しい。

ステークホルダー・ ( 利害関係者 ) によって対応が異

なると思われ、第二期中期計画の三本柱のうち、「社

会によく知ってもらう＝重要性の認識をもっても

らう」、「ブランド力」に関して、よりきめこまや

かな対応が必要。

【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）

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）

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）

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）

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）

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）

宮崎　智※　　東京理科大学 薬学部

　　　　　　　教授（生命情報科学）

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）

　※：委員長

バイオリソースセンター レビュー委員会におけ
る評価

　平成 20 年 8 月 19 日、21 日の 2 日間に渡り、第 1 回

バイオリソースセンターレビュー委員会が行われ、バイ

オリソースにかかわる先端的な開発研究について、セン

ター長の諮問に応じて、専門的見地から助言・提言を受

けた。

第 1 回（平成 20 年 8 月 19 日開催）
城石委員長からの講評
全体的な感想：いずれの研究室の目標設定は適切であり、

その目標を達成するための計画もおおむね妥当である。

既存の 2 チームと今年度から加わった 2 チームは、非常

にヘテロなチーム構成であるが、その２つの間での連携

が始まっているように見受けられ、その点は非常に評価

できる。しかし、以下に述べるような点に留意し、さら

にこの目標あるいは計画について、充実した成果が出て

くると考える。

　

遺伝工学基盤技術室：目標の設定、計画も妥当で、現時

点でも国際的に最先端を走っている研究ということで評

価できるが、Ｃレベル、つまり難度の高いものについて

達成できれば、さらに世界に非常に大きな貢献ができる。

その達成は、独創性やオリジナリティーというところに

直結する点なので鋭意研究に努めて欲しい。しかし、場

合によっては、越えられないハードルというものもある

ので、その点の見きわめは十分注意してやってほしい。

そのほか、Ａ、Ｂレベルのものに関しては既に十分進ん

でおり、これは BRC の基盤となる部分の事業そのもの

に直結する。さらに一段と努力をすべきである。

動物変異動態解析技術開発チーム：2 つの、いわゆる

SNP を中心とするようなジェノミクスベースの研究と

バイオイメージングという少し離れた分野の両方につい

て先導的な研究をしており、非常に高く評価する。目標

あるいは計画も妥当と判断した。ただし、本当に BRC

独自の、特にバイオイメージングなど、表現型解析の部

分について、例えばイメージに関するリエージェントあ

るいはエクイプメントという点について、自分たちでは

ほとんど新しいものができないという発言があり、それ

については、例えば理研の内部で動いている分子イメー
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ジングにかかわるようないろいろなプロジェクトとのリ

ンクをさらに一段と深めて、あるいは国内外の関連分野

の研究者とのタッグをさらに深めて、BRC の本当にオ

リジナルと言えるようなものをさらにその上に重ねてい

けば、世界的に非常に大きなインパクトを与えることが

できるだろう。

　

マウス表現型解析開発チーム：このチームは途中から

BRC に参加し、今まさに新しい場所で研究を踏み出し

たというところであるが、これまでのミュータジェネシ

スのノウハウを生かしてマウスクリニックを展開すると

いうのは、目標としても計画としても、バイオリソース

センターとして本来非常に正しいあり方であり、適切で

ある。１つ気になった点は、だんだん情報が広がっていっ

た場合、恐らくポテンシャルとして非常に大きな需要が

あって、それが一度に多数来たときに、例えば月に２系

統程度しか解析出来ないようだと失望がそこに生じて、

立ち上げた日本マウスクリニックが、酷評を生むという

ことにつながりかねない。そういう点で、現体制では当

然限界はあるだろうが、体制を見直して需要拡大、増大

への対応をぜひ考える必要がある。センター長、あるい

は理研全体としてもぜひその点に関しては留意する必要

がある。

マウス表現型知識化研究開発ユニット：様々なリソース

の、特に表現型情報ということの意味の深さ、あるいは

その大きさというものを考慮すると、このユニットが担

うべき研究の重要性というのは非常に大きい。その点か

ら見て、目標の設定あるいは計画というのは妥当であ

る。しかし、きょうの発表や、あるいは現場での説明な

どからいえることだが、社会的なニーズあるいは研究コ

ミュニティのニーズといったものをさらに調査し、どう

いったことを本当に多くの研究者が望んでいるかという

ことに耳を傾けるべきで、それから、このプロジェクト

の重要性をさらに強くコミュニティに訴えていくために

は、これができたときにどういうメリットがあるかとい

う具体的なイメージを明示するような説明にぜひ留意す

る必要がある。基本的にはこれは非常に重要な仕事であ

るから、これができることによる波及効果を研究コミュ

ニティが実感すれば大きなサポートが得られ、このユ

ニットのこれからの研究に大きな力になっていくのであ

ろう。

○遺伝工学基盤技術室
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
凍結胚、生殖細胞、幹細胞についての技術開発は、バン

ク事業の柱となるものであり必須である。世界最高の発

生工学技術を持ち、バンク事業のみならず、科学的研究

の最先端の開拓に非常に貢献している。リソース整備と

関連研究開発プログラムの間をとりもつという点でよく

合致している。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？
開発のレベルを三段階にカテゴライズして、循環型の開

発を行うという道筋は妥当である。人材育成計画なども

具体的な達成法が明確に示されている。BRC 以外の機

関との連携については具体性が欲しい。また、マウス以

外の動物については常にその必要性を考えて進めて欲し

い。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
萌芽レベルから実験レベルへと分類してから対応してお

り信頼性が高い。AB レベルは十分達成可能な範囲であ

ると思われる。C レベルの開発の成功には、相当の努力

が必要であり、推進・撤退について指導力が要求される

が、これまでの実績から、どれだけのことが達成される

か期待は大きい。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）
世界的に見ても、先端的な技術開発を行っており、困難

な課題が完成した場合には世界をリードする研究とな

る。マウスの輸送に関する研究は世界標準になる可能性

があり、国際的なリーダーシップををとれる可能性は高

い。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
目標の難度に応じて具体的な方針が示されている。マウ

ス以外の生物種への対応については、もう少し具体性が

欲しい。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
バンク事業の基盤となっている技術開発を目指してお

り、センターとして重要な計画である。センターの先端

性・信頼性に大きく貢献しており、優先度は非常に高い。

マウス以外の生物種に対応するならば人員・スペース等

で更なる手当が必要であろう。
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（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
精子の凍結保存法などの既存技術の改良、確立といった

有意義な基盤技術開発計画は、高いレベルで遂行されて

いる。また、体細胞クローン作成、誘導生殖幹細胞株の

樹立など、開発項目も世界で最先端のものであり、高い

独創性をもつと評価される。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
研究内容は萌芽レベルから実用レベルまでに分けてお

り、その間のバランスもよい。研究室のこれまでの高い

能力と実績から考えて、実現可能であると思われる。プ

ロジェクトの数の多さを考えると、さらなる予算・人員

の投入が必要であり、それは、大きな成果につながると

期待される。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
有能な実験者を育成しながら、最先端分野を着実に切り

開いている。研究課題が多いため、このプロジェクト型

研究には若手研究者の確保と育成について、理研が再考

する必要があると思われる。

3. その他
優れた人的資源の永続的確保が必要である。定年制職員

とその他スタッフとの連携はうまくいっている。レベル

C の LN2 を用いない輸送法などの目標が達成されれば、

世界的に大きな貢献になる。

○動物変異動態解析技術開発チーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
genotype、phenotype、epigenotype の 3 つの分野で解析技

術を開発することは研究支援の大きな柱であり BRC の

目標に合致している。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？
可視化と SNP・BAC という複数のプロジェクトへの取

り組みがあるが、いずれの技術も将来的に大きく発展さ

せるべきものであり、長期的な観点から見て妥当な道筋

である。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
SNP チップの開発やバイオイメージング技術の供給は

ともに重要であり完成が望まれるが、到達の可能性は高

いと思われる。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）

Genotype, phenotype, epigenotype の解析技術などいずれ

も独創性を要するが、幅広く応用のきく技術であり、オ

リジナル性を重視してゆくことにより先導的な研究目標

となる。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
これまでの実績に基づき発展させるという計画であるの

で技術の進展などにともなう計画変更も予想されるが具

体性は高い。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
バイオリソースの提供をより有効にするために、解析技

術の提供も非常に重要であり、必須であると云える。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
Imaging と微量解析技術の融合は手法は独創的で画期的

であり、広く望まれた技術である。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
大きな外部資金を獲得しており、現有体制で充分実現可

能である。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
過去の実績に照らして、計画の実施に問題ないと考える。

3. その他
Imaging  技術については、特定研究分野の専門間との

コミュニケーションが必要である。また、理研内の

共同研究によって、さらに一段と開発を加速できる

のではないか。

遺伝的背景の問題は重要な課題であり、新たな発見 

につながることに期待したい。

○マウス表現型解析開発チーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
今後増大する遺伝子改変変異等のマウスリソースの表現

型解析型の充実は大きな課題である。BRC として実施

する価値は高い。世界最高水準とするには、解析数の増

加に対する対応と整備が要求される。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？

日本マウスクリニック開設への道筋は明確に示されてい

る。ただし、オンデマンド解析への期待は非常に高いが、

現時点ではその対応は十分とはいえない。ニーズを反映

した解析データの活用をめざすとよい。
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（2）5 年間で達成可能な目標か？
日本マウスクリニックを軌道に乗せることは五年間で可

能であろう。ただ、標準化について具体的な戦略性が要

求される。全体としてできる範囲の目標であるが、さら

に多くを期待したい。ただしビジネスモデル構築はやさ

しくないのではないか。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）
欧米で同時並行して進められている類似プロジェクトと

の連携を持ちながら国際的なリーダーシップを発揮して

いく目標となっており、また独自なものを含んでいる。

リーダーシップを取るための今後の戦略が重要。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
マウスクリニックのための評価項目が決まっており、年

間最大処理数も具体的に推定されており、目標の達成は

可能であると考えられる。ただし、処理数と処理能力の

バランスが重要で、処理能力が高まればより高い目標設

定も可能になるのではないか。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
表現型情報の充実は近い将来のマウスリソースの価値を

左右することになり、それに対応する計画となっている。

マウスバイオリソースに関する外部とのインターフェー

スとしての役割があり、BRC にとって優先度の高い計

画といえる。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
オンデマンドクリニックは世界的にみても希な事業であ

り、我国の関連分野の発展に資する計画となっている。

これまで我が国の一般研究者には使えなかったコラムで

あり、新技術の開発にも対応することで研究分野全体の

底上げが期待できる。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
需要が大きくなったときには、現有体制では不安である。

需要がふえた場合にすべてを処理できなくなる可能性が

あり、その場合の交通整理のシステムが必要になると考

えられる。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
これまでのミュータジェネシス事業で培った十分な経験

と実績を有している。

3. その他

処理能力以上のリクエストがあった場合の対応が問題で

ある。年間 40 系統は日本全体から考えて少ないように

思えるので、課金制度などをうまく利用した拡大が必要

である。

○マウス表現型知識化研究開発ユニット
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
標準化された情報基盤と表現型データベースの構築の二

つともリソースの付加価値工場のために必要であり、そ

れを利用するユーザーサイドからも切望される必須の計

画であり、目標として適切である。なおデータベース開

発の点においては、特にヒトの健康につながる視点を常

に意識してほしい。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？

目標達成のための方法論として、表現型情報・実験手法

のオントロジーの構築、さらに表現型データベースのた

めのセマンティック web 技術の確立は妥当である。国

際的な連携を視野に入れながら、また活用法については

戦略をもって進展させることを期待する。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
計画の主な点はすでに初期の段階をクリアーしているも

のもあり、その達成は問題ないであろう。ただヒト疾患

情報マウス表現型情報の統合など、幅広い視野で目標を

設定しその達成をめざして欲しい。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）
すでに関連する国際コンソーシアムの中で活躍してお

り、今後の活動次第では国際的なイニシアチブを取れる

のではないか。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
すでに具体的に実験遺伝学オントロジー構築に着手して

おり、それを基盤として表現型データベース構築を実現

することが可能であろう。ただユーザー側のニーズ調査

が更に必要と思われる点もある。またオントロジーは将

来ウェットの研究者などユーザーフレンドリーなフォー

マットを望む。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
リソース関連情報の活用のために根幹となる研究開発で

あり、そのために必須の計画となっている。利便性につ
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いてより考慮されれば優先度は高くなる。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
既存の表現型データベースからオントロジーを確立し、

セマンティック web を利用することで、一歩抜きん出

たデータベースになる可能性がある。さらなるニーズの

精査を行えば独創性はさらに高くなり、社会的な要請に

答えながら世界的をリードできる課題となろう。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
「実験遺伝学オントロジー」開発もすでに論文準備中と

のことなので、全体の計画遂行も問題ないと思うが、研

究資源が増加すればさらに充実するだろう。コストパ

フォーマンスの点から、一部について場合によってはア

ウトソーシングも考慮してはどうか。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
過去の発表論文や外国との連携状況から考えて、経験、

実績について問題はない。

3. その他
実験遺伝学オントロジーが世界的なスタンダードにな

り、当該プロトコルを利用して得られる成果が他では得

られないような新しい生物学的「意味」を抽出できる標

準プロトコルとなることを期待する。加えて世界に遅れ

を取らない戦術性が重要であり、それを常に意識してほ

しい。

【委員】

石野　史敏 東京医科歯科大学難治疾患研究所 

 教授

岡部　勝 大阪大学微生物病研究所 

 附属遺伝情報実験センター 

 教授

山本　博章 東北大学大学院生命科学研究科

 准教授

和田　圭司 国立精神・神経センター 神経研究所

 疾病研究第四部

 部長

城石　俊彦※ 国立遺伝学研究所

 系統生物研究センター

 教授

　※：委員長

第 1 回（平成 20 年 8 月 21 日開催）
木南委員長からの講評
疾患モデル評価研究開発チーム：このチームの目標設定、

計画は大変理解し易く、評価も高い。しかし、多数のプ

ロジェクトがあり、立派な研究計画であるが、予算との

関連で少しバランスを欠いていると思われるので予算を

ふやすように努力する必要がある。

新規変異マウス研究開発チーム：このチームの目標設定、

計画は全体としていい評価である。目標、計画に沿って、

鋭意研究を進めるべきである。しかし、今後 1,000 ドル

シークエンスが普及するにあたり、それに対する対策を

練っておく必要がある。

生体応答情報技術開発サブチーム：センター長とよく相

談して将来の方針もよく考える必要がある。研究をする

にあたり一生懸命頑張る必要がある。もう 1 つは、目標

の設定と、達成可能な計画をもう少し具体化するように

今後努力する必要がある。

細胞運命情報解析技術開発サブチーム：レンチウイルス

ベクターについては大変評価できる。このチームは今後

それを使って、次の段階として iPS の研究に行きたいと

いう発表であったが、その方向性に関してはセンター長

と相談して実質的な研究テーマの絞り込みをする必要が

ある。全体として評価は高い。

○疾患モデル評価研究開発チーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
パワフルな開発系を用いて、先端的な解析技術、情報付

加によるリソースの付加価値向上を目標としており、セ

ンター全体の目標に合致している。 設定している目標

が高いので、理研所内を含め共同研究の推進が望まれる。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？
先進的な研究で BRC に貢献する道筋が明らかになって

いる。特に、がんを「操作する」という目標は明確であ

る。殊に転移抑制に集中することが重要。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
おおむね達成可能と考えられる。難聴 project は直接的

で分かりやすい。しかし一部のプロジェクトでは、対象

を絞っていくことも大事かと思われる。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
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シップにつながる目標か？）
強い基盤があり、リーダーシップに繋がる目標であると

考えられる。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？

3 種類の計画について具体性は十分と受けとれる。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
ENU マウスの利用に立脚するなど優先度は高いと考え

られる。個別研究としては優れており、センターの学術

的地位を高めると思われる。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
独創的である。特に発がんモデル、生活習慣病モデルの

開発は評価できる。しかし、メタボローム、NMD 阻害

による疾患研究の目標はやや不明確である。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
大きな計画であり、実現するためには、理研内部の予算

の確保や、新たな外部資金に獲得が必要と考えられる。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
従来の実績から十分な経験を持っている。大きな計画で

あるため計画をある程度集中していくことも検討しては

どうか。

3. その他
サテライトの構築の推進が必須である。 

BRC  内の他のグループとの連携、臨床系を中心とし

た他研究機関との関連を強めてほしい。

iTRAQ  によるスクリーニングがどの程度可能か。発

現量の少ないタンパク質にとって有効なのか。

○新規変異マウス研究開発チーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
目標には合致しており、10,000 頭のライブラリーは

BRC のリソースとして非常に重要である。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？
リソースの付加価値を高める研究で、BRC の目標達成

に貢献する道筋は明確である。1,000 ドルシーケンシン

グシステムの導入への道筋を明らかにして欲しい。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
達成可能と思われるが、理研内チーム間あるいは理研外

との連携をさらに強める必要がある。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）
国際的な連携をとっており、ENU コンソーシアムの

Hub になる可能性がある。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
具体的な計画である。リソースの重要性を示すために、

成功例を多数出す必要がある。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
センターにとって優先度の高い必須な計画でありマウス

遺伝学を支える事業として重要である。更なる発展が期

待できる。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
国際的な開発計画の一環と考えられ、世界的なリソース

の重要な部分を担っている。継続することにより発展す

る可能性高い。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
研究資源が不足している。この不足を、予算・人員の増

強もしくは理研内外との共同研究により切り抜ける方策

を考えるべきである。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
経験・実績は充分と判断する。NRG に掲載された総説

は高く評価される。専任の情報系のサポートが必要では

ないか。

3. その他
100,000  頭のライブラリーが大切である。

理研内外を問わず連携により、このプロジェクトを 

強く推進していく必要がある。

国内広報活動が重要。各大学の動物センター等を通 

じて実施すべき。

できるだけ国内のグループで、  2、3 の成功例を示し

て行くことが重要である。

精神疾患は倫理面をクリアーすることをよく考えて 

欲しい。

Review(Nat Rev Genet)  をまとめたのは高く評価でき

る。

○生体応答情報技術開発サブチーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン
ターの目標に合致しているか？
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一部のマウス系のみであるが、今後、他チームとの共同

研究も含めてコンディショナル KO の整備あるいは Cell 

line の樹立などにも積極的に取り組めばリソースの付加

価値を高め、センターの目標に合致することになろう。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？

自身の NF-kB がらみの研究をある程度大切にする観点か

ら炎症、がんのテーマにはいるのはやむを得ないと思わ

れ、成果が挙がっていけばリソースの付加価値を高める

ものと思われる。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
マウスの表現型解析以降のさらに突っ込んだ研究につい

ては、おそらく 3 年目以降になると思われるが、各疾患

での連携を強めれば達成可能な目標であると思われる。

その上で知りたい目標が明確かつ集約されてくるであろ

う。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）
対象遺伝子、疾患を解析している研究者は多いので、関

心のある研究者は多いと思われる。すでに海外からのリ

クエストもあるとのことであるが、海外との共同研究な

どによって自身の研究を大切にするとともに、国際性を

さらに強化していただきたい。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
具体的な計画ではあるが、一部に個別の目標設定や実験

計画の詳細を吟味していく必要が感じられ、チームリー

ダーとよく議論していけば解消するものと思われる。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
個別的研究ともとれるが、NF-kB がらみの研究は大きな

広がりをみせていることから、利用者が増加も期待され、

必須な計画と判断される。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
独自の KO マウスや多重変異のマウスを保有しており、

NF-kB 変異関連マウスのライブラリーに関する研究開発

チームという点で、独創性は高いと考えられる。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
現在の研究資源の範囲内という前提では実験計画を絞る

ことが必要であろう。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有してい
るか？
経験は十分と判断される。今後にぜひ活かされたい。

3. その他
効率よく成果を挙げるために、他チーム、他研究機関と

の連携を推進されたい。

○細胞運命情報解析技術開発サブチーム
1. 設定した目標の妥当性

（1）BRC で実施する意義があるか
“ 世界最高水準のバイオリソースの整備 ” というセン

ターの目標に合致しているか？

iPS、Stem cells に関するもので、センターの目標に合

致する。

将来的には、ヒトの系に移行し、iPS の安全性の評価、

基準作りに貢献することも考える。

BRC の目標達成に貢献する “ 道筋 ” は明確か？

方法論はしっかりしている。iPS 研究に関しては、BRC

のミッションも考え、iPS の標準化（品質管理）に協力

することも重要。

（2）5 年間で達成可能な目標か？
現段階では、到達地点は不明だが、考えられる成果は望

める。進展が著しいので途中での軌道修正もしばしば必

要と思われる。

（3）国際的な視野に立った目標か？（国際的なリーダー
シップにつながる目標か？）

十分国際的競争力があり、リーダーシップにつなが 

る目標である。

ことに、レンチウイルスベクターは国際性、独創性 

が高い。

2. 目標達成のための計画の妥当性
（1）目標達成に向けての具体的な計画であるのか？
重要課題に正面からとり組んでいる。レンチウイルスを

用いた iPS 細胞の作製については柔軟に対応する。

（2）センターとして優先度の高い、必須な計画か？
レンチウイルスの改良、利用拡大は、BRC のテーマに

適合し、優先度は高い。

（3）独創性の高い計画か？（単なる後追いではないか？）
レンチウイルスベクターの開発は独創性が高い。

（4）研究資源（予算・人員）範囲内で実現可能な計画か？
研究を進めながら、テーマを、最もアドヴァンテージの

あるところに絞っていくとよい。

（5）計画を実施するために必要な経験、実績を有して
いるか？
幹細胞研究の技術力は高く、十分な経験は有している。
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3. その他
iPS 研究に関しては、理研内外に共同研究を積極的に進

めるべき。
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須田　年生 慶應義塾大学医学部 

 教授
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