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Ⅰ はじめに 

 
文部科学省では、ライフサイエンスの総合的な推進を図る観点から、実験

動植物やＥＳ細胞などの幹細胞、各種生物の遺伝子材料等の生物遺伝資源（以

下「バイオリソース」という。）のうち、国が戦略的に整備することが重要

なものについての体系的な収集・保存・提供等を行うための体制を整備する

ため、「ナショナルバイオリソースプロジェクト（以下「ＮＢＲＰ」という。）」

を平成14年度から18年度まで実施しました。 

政府は、第3期科学技術基本計画において、世界 高水準のライフサイエン

ス基盤整備を進めるため、我が国が優位性を確保できる領域等において、研

究開発の動向やバイオリソースの質と量の科学的評価を踏まえた、バイオリ

ソースの保全・確保を目指しています。 

文部科学省では、2010年までに世界 高水準のバイオリソース（研究開発

の材料としての動物・植物・微生物の系統・集団・組織・細胞・遺伝子材料

等及びそれらの情報）を戦略的に整備し、その活用の充実を図ることを目標

に掲げ、国の研究開発に係る委託事業としてＮＢＲＰを引き続き平成19年度

から5年計画で実施しています。 

今回、ＮＢＲＰで実施しているプログラムのうち、ゲノム情報等整備プロ

グラムの平成20年度実施機関を募集することとしました。 

なお、この募集は、本来、平成20年度予算が成立した後に行うべきもので

すが、できるだけ早く委託事業を開始するために、予算成立前に行うもので

す。したがって、今後事情によって変更がありえることを御承知おき下さい。 

 
 

Ⅱ ＮＢＲＰについて 

 

１ 目 的 

平成19年度から実施しているＮＢＲＰは、ライフサイエンス研究の基

礎・基盤となるバイオリソース（動物、植物等）について収集・保存・提

供を行うとともに、バイオリソースの質の向上を目指し、保存技術等の開

発、ゲノム等解析によるバイオリソースの付加価値向上により時代の要請

に応えたバイオリソースの整備を行うものです。また、バイオリソースの

所在情報等を提供する情報センター機能を強化することとしています。 

ＮＢＲＰでは、上記の目的に適った収集・保存・提供や技術開発等を行

うため、（１）中核的拠点整備プログラム、（２）ゲノム情報等整備プロ

グラム、（３）基盤技術整備プログラム、（４）情報センター整備プログ

ラムの4つのプログラムを設け、各プログラムが連携を図りつつ実施するこ
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ととしています。 

 

２ 実施方法等 

① 文部科学省は、ＮＢＲＰを推進する委員会（以下「推進委員会」とい

う。）等を設けております。この推進委員会の下で後述する各プログ

ラムを実施する機関が相互に連携し、全体として整合性の取れた事業

を実施しております。また、ＮＢＲＰで整備されたバイオリソースと

その付帯情報、開発された技術等の公開・利用方策については、推進

委員会等において定めるものとしております。 
 

② 文部科学省は、各プログラムを実施する機関との間で、「科学技術・

学術政策局、研究振興局および研究開発局委託事業事務処理要領」に

基づいた委託契約を締結してＮＢＲＰを実施します。 
（当該「事務処理要領」については、所属機関の外部資金担当者等に

問い合わせ、内容を確認してください）。 
 

③ 委託業務が完了したときは、委託契約に基づき、成果報告や経理報告

を文部科学省に提出することが義務付けられています。 
 

④ 成果の取扱いについては、委託契約に基づき、知的財産権や成果利用

に関する事項を遵守することが義務付けられています。 
 

３ 関係法令等に違反した場合の取扱い 
① 応募書類に記載した内容が虚偽であったり、関係法令・指針等に違反

して、事業計画を実施した場合には、委託契約の解除・変更を行うこ

とがあります。 
特に、動物実験、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針

等（別紙13ページ参照）については、事業実施に当たって遵守してく

ださい。 
 

② ＮＢＲＰで実施する課題において、不正行為（捏造、改ざん、盗用）

又は委託費の不正使用及び不正な受給が認められた場合は、委託契約

の解除・変更を行い、不正の程度等に考慮しつつ、委託費の全部又は

一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結せず、

一定期間、本事業への申請及び参加を制限することがあります。この

ほか、当該不正行為等の概要を他府省を含む他の競争的資金担当課に

提供するため、他府省を含む他の競争的資金への申請及び参加が制限
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される場合があります。 
 

③ ＮＢＲＰ以外の競争的資金等において、不正行為（捏造、改ざん、盗

用）又は委託費の不正な使用及び不正な受給を行った研究者及びそれ

に共謀した研究者に対しては、一定期間、本事業への申請及び参加を

制限します。 
 
 
Ⅲ ゲノム情報等整備プログラムの概要 

 

 １ 目 的   
ゲノム情報等整備プログラムは、ＮＢＲＰで収集・保存・提供するバ

イオリソースについて、系統・特性情報、ゲノム配列やｃＤＮＡ等の遺

伝子情報、及びライブラリー等のゲノムリソース等を整備することによ

り、バイオリソースの品質や付加価値を高め、我が国のバイオリソース

の独自性・先導性を高めることを目的として行うものです。 

 
２ 対象等 

① 本プログラムにおいて、20 年度に対象とする生物種等は中核的拠点整

備プログラムで扱う下記のとおりとします。詳細については、別紙 14
～15 ページ「中核的拠点整備プログラム採択課題一覧」及び「理化学

研究所が整備するバイオリソース一覧」を参照してください。 
マウス、ラット、ショウジョウバエ、線虫、ネッタイツメガエル、カ

イコ、メダカ、ゼブラフィッシュ、ニホンザル、カタユウレイボヤ・

ニッポンウミシダ、シロイヌナズナ、イネ、コムギ、オオムギ、藻類、

広義キク属、アサガオ、ミヤコグサ・ダイズ、トマト、細胞性粘菌、

病原微生物、一般微生物、大腸菌・枯草菌、酵母、遺伝子材料、ヒト

ＥＳ細胞、ヒト・動物細胞 

 
② 本プログラムの実施体制については、下記のア）～ウ）の場合があり

ます。 
ア）中核的拠点整備プログラムにおいて当該生物種等の収集・保存・

提供を行う拠点（以下「中核機関」という。）が単独で実施する

場合 
イ）中核機関と中核機関以外の機関（サブ機関を含む）が共同で実施

する場合 
ウ）中核機関以外の機関（サブ機関を含む）が単独又は共同で実施す
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る場合 
 

ただし、当該生物種等の中核機関以外の機関（サブ機関を含む）が実

施する場合は、研究者コミュニティ及び中核機関のニーズを把握し、

中核機関と密接に連携してプログラムの課題を実施する必要がありま

す。 
 

③ 本プログラムは、中核的拠点整備プログラムにおいて保存、提供する

バイオリソースについて、さらに質を向上させ世界 高水準の優れた

バイオリソースとするため、系統・特性情報、ゲノム配列やｃＤＮＡ

等の遺伝子情報、及びライブラリー等のゲノムリソース等を整備する

ものです。このため、本プログラムの課題については、下記のア）～

ウ）のすべての要件を満たすもので、当該課題の実施期間内に具体的

な成果が得られる提案とします（本プログラムの業務の流れは、別紙

15 ページ「ゲノム情報等整備プログラム 業務の流れ」を参照してく

ださい）。 
ア）ＮＢＲＰに貢献するために、本プログラムにより産出された産物・

情報を当該生物種等の中核機関及び情報センター整備プログラム

の代表機関（以下「情報センター」という。）に速やかに提供す

るとともに、中核機関及び情報センターを通じて公開し、研究者

コミュニティに速やかにかつ円滑に提供すること。 
イ）バイオリソースの独自性の確保及び先導的情報の整備を目的とす

る課題においては、利用される研究分野及び利用されるバイオリ

ソースの系統数・遺伝子数等の具体的な数量が明らかなこと。 
ウ）ゲノム解析等の実施に当たっては、優れたゲノム解析能力と精度

及び解析数の費用対効果について十分な実績があり、体制・設備

が既に整備されていること。 
 

④ 課題の申請額は、1 課題あたりの経費の目安を 500～3,000 万円程度と

し、配分額は契約締結時に決定します。 

 

⑤ 本プログラムの採択予定数は数課題です。審査結果によっては、採択

しない場合もあります。 

 

⑥ 実施期間は、平成 20 年度に限ります。 
 
⑦ 本プログラムは、単なるシークエンサー等の設備・備品の購入を目的
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としておりません。 
   
 

Ⅳ 申請代表者等の要件 

 

１ 応募の対象となる機関 
  ＮＢＲＰ事業に申請しようとする者が所属する機関は、下記の①～⑤の

すべての要件を満たすことが必要です。 
① 下記のア）～オ）のいずれかに該当する国内の機関であること。 

ア） 大学及び高等専門学校 

イ） 大学共同利用機関法人 

ウ） 独立行政法人の研究機関 

エ） 公設の試験研究機関 

オ） 法人格を有する民間の研究機関・企業 

 

② 機関又は機関の代表者が下記のア）～ウ）のすべての要件を満たして

いること。 

ア） 予算決算及び会計令第70条（別紙16ページ参照）の規定に該当

しない者であること。なお、未成年者、被補佐人、又は被補助

人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

イ） 予算決算及び会計令第71条（別紙16ページ参照）の規定に該当

しない者であること。 

ウ） 文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

 

③ 課題が採択された場合に、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び

研究開発局委託事業事務処理要領」に基づいた委託契約が締結できる

機関であること。 
 

④ 課題が採択された場合に、課題の事業の実施に際し、所属機関の施設

及び設備が使用できること。 
 

⑤ 課題が採択された場合に、課題の契約手続き等の事務を行うことがで

きる機関であること。 
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 ２ プログラムの実施体制（別紙17ページ「プログラムの実施体制イメー

ジ図」参照） 

  （１）用語の定義 

① 代表機関、サブ機関 

・ ＮＢＲＰにおいて、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に

関して全ての責任を負う機関（1機関）を「代表機関」とします。 

・ 中核的拠点整備プログラムについては「代表機関」が「中核機関」、

情報センター整備プログラムについては「代表機関」が「情報セ

ンター」となります。 

・ プログラムの実施に当たって特別な理由がある場合は、代表機関

以外にその補完的機能を分担する機関（以下「サブ機関」という。）

を設けることはできます。ただし、プログラムの実施に当たって

は、代表機関はサブ機関の事業に対しても責任を負います。 

 

② 申請代表者 

申請代表者とは、代表機関の代表研究者で、課題の実施に関わる研

究者を代表し、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全

ての責任を負う者（1人）をいいます。申請代表者は、課題の実施期間

中、日本国内に居住し、課題全体及び事業費の適正な執行に関し責任

を持つ者です。申請代表者は、代表機関に所属する他の研究者（分担

研究者）を加え、機関内の実施体制を構成することができます。 

 

③ 代表研究者 

代表研究者とは、代表機関又はサブ機関において、当該機関の業務

の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して責任を負う者をいいま

す。代表研究者は、課題の実施期間中、日本国内に居住し、当該機関

の業務全体及び事業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。 
 

④ 分担研究者 

分担研究者とは、代表研究者が統括する業務を分担して実施する研

究者で、分担された業務に関して責任を負う者をいいます。分担研究

者は、代表研究者と同一の機関に所属している必要があります。 

 
（２）申請代表者等の応募資格 
① ＮＢＲＰに課題を申請しようとする申請代表者、代表研究者、分担

研究者は、応募する時点において「１ 応募の対象となる機関」に

所属している必要があります。 
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② 申請代表者は、課題の申請に際しては、代表機関の同意を得ること

を条件とします。また、サブ機関の代表研究者についても、課題の

申請に際して、所属機関の同意を得る必要があります。 
 
 ３ 重複申請の制限 
  申請代表者、代表研究者、分担研究者が、実質的に同一の課題について、

国又は独立行政法人の競争的資金制度による助成を受けている場合、又は

受けることが決定している場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の

取り消し、又は委託費の減額を行うことがあります。 
  なお、他の制度への申請段階（採択が決定していない段階）での本制度

への申請は差し支えありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果に

よっては、本制度の審査の対象から除外され、採択の決定若しくは委託費

の交付の決定が取り消される場合があります。 
 
 
Ⅴ ＮＢＲＰの経費等 

 
① ＮＢＲＰの公募に当たって申請できる経費の項目は以下のとおりとし、

（ⅰ）～（ⅲ）についてはＮＢＲＰの実施に直接かかるもののみとし、

（ⅳ）については管理的性格の経費とします。 

 

② ＮＢＲＰの経費は、土地の購入や建物の建設に要する費用には使用でき

ません。 

 

③ 平成20年度の事業実施期間は、委託契約書に定める日から平成21年3月
31日までとなりますので、機械装置等の購入については、納入時期等に

十分留意してください。 
 
④ 課題が採択された場合、文部科学省は代表機関及びサブ機関のそれぞれ

と委託契約を締結しますので、代表機関とサブ機関との間では経費の流

用はできませんので、十分留意してください。 
 
（ⅰ）設備備品費：機械装置の購入・工具器具備品の購入・製造又は改良

          並びにその据付等に要する費用 
 

（ⅱ）試作品費：試作する装置に要する費用 
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（ⅲ）人件費 
ア）業務担当職員：受託業務に直接従事する職員 
イ）補助者：受託業務の補助業務に従事する非常勤職員 
ウ）人件費付帯経費：社会保険事業主負担分 

  ※国からの運営費交付金等によって人件費がまかなわれている職員に対

する人件費は計上できませんので、ご注意ください。 

 

（ⅳ）業務実施費 
ア）消耗品費：当該課題の事業の実施に必要となる物品の購入費用（備

品費に掲げるものを除く） 
イ）電子計算機諸費：電子計算機用プログラム作成費用、電子計算機使

用料（借損料を含む）、その他電子計算機処理関

連費用  
ウ）旅費：国内旅費、外国旅費 
エ）修繕修理費：機械装置、工具機器備品等の修繕・修理に要する費用 
オ）雑役務費（借損料を含む） 
カ）光熱水料：当該課題の事業の実施に要する電気料、ガス料、水道料

         等 
キ）その他：諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費等 

   

（ⅴ）一般管理費 
ア）本事業遂行に関連して間接的に必要となる経費（設備費、人件費、

業務実施費の直接経費の10％を上限とする。） 
イ）国の機関は、本経費を計上できません。 

  
 （ⅵ）事業管理費 

ア）本事業遂行に関連して間接的に必要となる経費（設備費、人件費、

業務実施費の直接経費の5％を上限とする。） 
イ）国の機関以外は、本経費を計上できません。 

 
 
Ⅵ ＮＢＲＰに係る審査 

 
 １ 審査方法 

ア） ＮＢＲＰに関する審査は、文部科学省に設置した課題選考委員会に

おいて、非公開で行います。 

イ） 課題選考委員会は、代表研究者から提出された応募書類の内容につ
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いて書面審査及びヒアリングによる審査を行い、合議により採択課

題を選定します。ヒアリングについては、書面審査後、対象者にの

み連絡します（4月上旬を予定）。 

ウ） 課題選考に携わる委員は、審査の過程で取得した一切の情報を、委

員の職にある期間だけではなく、その職を退いた後でも第三者に漏

洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理するこ

と等の秘密保持を遵守することが義務づけられています。 

エ） 採択に当たっては、課題選考委員会等の意見を踏まえ、計画等の修

正を求めることがあります。 

 
２ 審査の方針、着目点 
審査に当たっては、次のａ）～ｇ）の各要素に着目して、総合的な判断

を行います。 
ａ）ゲノム情報等の必要性・緊急性 
ｂ）ＮＢＲＰとしての目標達成への貢献 

ｃ）事業実施のための準備状況・これまでの実績 

ｄ）計画の妥当性 

ｅ）実施体制の妥当性、適切性 

ｆ）経費の妥当性、適切性 

ｇ）大学・機関、研究者コミュニティ等からの支援体制 

 
３ スケジュール等 

  今回の公募の締め切りから採択までの日程は以下のとおりです。なお、

ヒアリング及び審査結果等の通知は、下記の予定で文部科学省から行いま

す。 

 

  書面審査          平成20年3月中旬～下旬 

  ヒアリング審査       平成20年4月中旬 
採択課題決定        平成20年4月下旬 

事業開始          平成20年7月1日 
 
 
Ⅶ 応募書類の作成・提出方法 

ＮＢＲＰの公募に申請できる者は、原則として、代表機関の代表研究者で

ある申請代表者とします。 
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１ 応募書類の様式 

 応募書類の作成に当たっては、この募集要領並びに別添の「ナショナル

バイオリソースプロジェクトゲノム情報等整備プログラム応募書類様式記

入要領」を熟読の上、応募書類様式を使用してください。なお、応募書類

様式、応募書類様式記入要領は、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）

キーテクノロジー研究開発業務室のホームページ（http://www.jst.go.jp/ke
ytech/index.html）からダウンロードができます。 

 
２ 提出書類等 
 応募書類：正本1部、副本30部（各左肩をクリップ止め） 

  電子媒体：ＰＤＦファイルをＣＤ－Ｒに記録したもの（容量は５ＭＢ以

内、他のメディアは使用不可） 

       ※ＰＤＦファイルは応募書類正本の紙媒体から作成したもの

に限ります。 

 
３ 個人情報の取扱等 

応募書類に含まれる個人情報は、競争的資金の不合理な重複や過度の集

中の排除、ＮＢＲＰ事業の業務のために利用する他、「府省共通研究開発

管理データベース（Ｅ－Ｒａｄ）」への入力のため内閣府に提供する予定

です。 
なお、採択された課題については、報道発表資料等による課題名、代表

研究者名等を公開します。 
 

４ 提出方法 
① 応募書類の提出は、直接持参、簡易書留による郵送又は宅配便に限り

ます。ＦＡＸ、電子メールによる提出は受け付けません。 

 

② 郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 
 

③ 書類を当方が受領した後の修正（差し替えを含む。）は認めません。 
 

④ 応募書類は返却しません。ただし、応募書類は、当該審査の目的以外

には使用しません。 
 

⑤ 提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも

受理しません。また、応募書類に不備等がある場合は、審査の対象と

しません。 
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⑥ 郵送又は宅配便の場合、事務局において書類が到着したことを確認し

た後、申請代表者のメールアドレス宛に書類の受付確認の電子メール

を送信します。 
 

⑦ 提出締切日を過ぎても受付確認の電子メールが届かない場合は、電話

にて「７ 問い合わせ先」までお問い合わせください。 
 

５ 提出先 
〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 

九段センタービル６階 
独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 

「ナショナルバイオリソースプロジェクト 公募受付係」 

  担 当：荻原、砂井 

 

※直接持参の場合の受付時間は、平日の9：00～17：00です。 
 

６ 提出期間 
平成20年3月3日（月）～3月7日（金）17：00（必着） 

 
 ７ 問い合わせ先 
  ＜制度に関するお問い合わせ＞ 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 
    担 当：竹内、西嶋   
    ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線 ４３６６） 
        ０３－６７３４－４３６６（直通） 

    E-mail：life@mext.go.jp（注：始めの文字はＬの小文字です） 

 

 ＜書類作成・提出に関するお問い合わせ＞ 

独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 
「ナショナルバイオリソースプロジェクト 公募受付係」 

担 当：荻原、砂井 

ＴＥＬ：０３－５２１４－７９９０（代表） 

E-mail：nbrppane@jst.go.jp 
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（別 紙） 
 
 
◎動物実験、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針等 
 

１ ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策や動物

愛護等の観点から法令や指針等により必要な手続き等が定められています。 

大学等の研究機関の研究者は、法令等で定められている研究について計

画を立案した場合には、必要な手続き等を行い、ルールに則って研究を実

施しなければなりません。 

 

２ 法令等により必要な手続きが定められている研究の主なものは、次のと

おりですが、このほかにも研究内容によって、法令や指針等が定められて

いる場合がありますので留意してください。 

なお、ここで示した指針等の詳細な情報については、文部科学省ホーム

ページ「生命倫理に対する取組み」（http://www.lifescience-mext.jp/bioet
hics/index.html）から入手できます。また、動物実験については、文部科

学省ライフサイエンス課ホームページ（http://www.lifescience-mext.jp/pol
icies/dobutsu.html）から入手できます。 

 
研究計画に含まれる 
研究内容 

            関係法令及び指針等 

特定胚の取扱いを含 
む研究 

○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 
○特定胚の取扱いに関する指針 
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施

行規則 
遺伝子組換え実験を 
含む研究 

○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様

性の確保 
ヒトゲノム・遺伝子 
解析研究 

○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 

ヒトＥＳ細胞の樹立 
及び使用を含む研究 

○ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針 

疫学研究 ○疫学研究に関する倫理指針 

動物実験を含む研究 ○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本

指針 
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臨床研究 ○臨床研究に関する倫理指針 

ヒト幹細胞を用いる 
臨床研究 

○ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 

 
 
◎中核的拠点整備プログラム採択課題一覧 
 

生物種等名 申請課題名 中核機関 

ラット ラットリソースの収集・保存・提供 京都大学大学院 
医学研究科 

ショウジョウバエ ショウジョウバエ遺伝資源の総合的維
持管理および提供 

京都工芸繊維大学
ショウジョウバエ 
遺伝資源センター 

線虫 線虫欠失変異体の収集・保存・提供 東京女子医科大学
医学部 

ネッタイツメガエル ネッタイツメガエルの収集・保存・提
供 

広島大学大学院 
理学研究科 

カイコ カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と
効率的保存・供給体制の整備 

九州大学大学院 
農学研究院 

メダカ メダカ先導的バイオリソース拠点形成
自然科学研究機構
基礎生物学研究所 

ゼブラフィッシュ ゼブラフィッシュの収集・保存及び提
供 

理化学研究所 
脳科学総合研究センター 

ニホンザル ライフサイエンス研究用ニホンザルの
飼育・繁殖・供給 

自然科学研究機構
生理学研究所 

カタユウレイボヤ・
ニッポンウミシダ カタユウレイボヤ等リソース拠点形成

京都大学大学院 
理学研究科 

イネ イネ属遺伝子資源の収集・保存・提供
と高度情報化 

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所 

コムギ 
遺伝子単離に向けたコムギの種子系統
およびＤＮＡリソースの保存・収集・
配布 

京都大学大学院 
農学研究科 

オオムギ オオムギリソースの収集・保存・提供
岡山大学 
資源生物科学研究所 

藻類 藻類の収集・保存・提供―付加価値向
上と品質管理体制整備 国立環境研究所 

広義キク属 広義キク属リソースの収集・保存・提
供 

広島大学大学院 
理学研究科 

アサガオ アサガオリソースの収集・保存・提供
九州大学大学院 
理学研究院 

ミヤコグサ・ダイズ ミヤコグサ・ダイズ遺伝資源の収集・
保存・提供および諸特性の評価 

宮崎大学 
フロンティア科学実験 
総合センター 

トマト トマトバイオリソース拠点整備 筑波大学大学院 
生命環境科学研究科 
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細胞性粘菌 細胞性粘菌リソースの整備と提供 筑波大学大学院 
生命環境科学研究科 

病原微生物 病原微生物の収集・保存・提供体制整
備事業 

千葉大学 
真菌医学研究センター 

大腸菌・枯草菌 原核生物遺伝資源（大腸菌・枯草菌）
の整備と活用 

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所 

酵母 先進的な酵母遺伝資源の収集、保存、
提供体制の確立 

大阪市立大学大学院
理学研究科 

ヒトＥＳ細胞 ヒトＥＳ細胞株の保存と分配 京都大学 
再生医科学研究所 

 
 
◎理化学研究所が整備するバイオリソース一覧 
  

生物種等名 申請課題名 担当部局 

マウス 実験動物マウスの収集・保存・提供事
業 

バイオリソースセンター
実験動物開発室 

シロイヌナズナ シロイヌナズナ/植物培養細胞・遺伝子
バイオリソースセンター
実験植物開発室 

一般微生物 健康と環境の研究に資する一般微生物
の収集・品質管理・保存・提供事業 

バイオリソースセンター
微生物材料開発室 

遺伝子材料 遺伝子リソースの収集・保存・整備 バイオリソースセンター
遺伝子材料開発室 

ヒト・動物細胞 ヒト・動物細胞の収集・品質管理・保
存・提供事務 

バイオリソースセンター
細胞材料開発室 

 
 
◎ゲノム情報等整備プログラム 業務の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試料・材料（ＤＮＡ、細胞、組織、系統等）の準備

中核機関からユーザーへ産物を提供 
情報センターから情報を発信 

整備によって産出された産物・情報の検証・整理 

ゲノム情報等の整備（系統・特性情報、ゲノム配列

解析、ｃＤＮＡ解析、ライブラリー作成、その他）

・・・公募対象業務

・・・ 

・・・公募対象業務

公募対象業務（中

核機関、情報セン

ターと連携）
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◎予算決算及び会計令 
 
 第70条 
   契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条

の3第1項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別な

理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ないものを参加させることができない。 
 
 第71条 
   契約担当官等は、次の各号の1に該当すると認められる者を、その事実

があつた後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、

支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 
  一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 
  二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の

利益を得るために連合した者 
  三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた

 者 
  四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 
  六 前各号の1に該当する事実があつた後2年を経過しない者を、契約の

履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 
 ２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用す

る者を一般競争に参加させないことができる。 
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◎プログラムの実施体制イメージ図 
 

機関代表者 機関代表者 

代表研究者＝申請代表者

分担研究者 

代表研究者 

分担研究者 分担研究者 分担研究者

代表機関 サブ機関 

実施体制 


