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ライフサイエンス分野の統合データベース整備の第二段階のあり方について（報告）（概要） その１
１．第一段階（平成23年度～25年度）
ライフサイエンス分 野の データベース統 合を進 める こと によってデータの価 値を 最大 化する ことを 目指 し、
平成 23年4月にJ STにバ イオ サイエンスデータベ ースセン ター（ NBDC）が 設置 され た。

２．第二段階（平成26年度以降）
①引 き続 きJST内の 組織 とし て更 に充実 強化 を図 り組織 を編 成し ていくこと
②分 野的 に近い機 関に移 行する こと
③新 たな機関を 設置 すること
などの実 現可 能性 について、総 合科学 技術 会議 の場 において今 後検 討される 予定
しか し、現在 の国を 取り巻 く状況 を踏 まえる と、
③については第 二段 階が 始まる平 成26年 度までに実現 可能 な方策 はなく、
②については、NBDCが スタート してか ら３ 年で分 野的に近 い別の 機関 に移行す ることも困 難である
①の 形で引き 続き JSTが 引き 受け、恒久 化を 図る こと が、現時 点では現 実的 な選択 である と考えられ る。
第 二段 階の 体制
予 算 約30億円 人 数 約100名
J STと ROISによる 一体 的運 営

第一 段階 の体 制
予算 約 16億円 、人数 約 20名
総合 科学 技術 会議 の助言 の下 、オ ールジャパン での
データベース統 合を 進める

【 新たな要因 】
・ ゲノムコホート 研究 への対 応
・ ビッグデー タへ の対 応
（次 世代 シー クエン サ、イメージデータ… ）

１） 戦略の 立案
２） ポータルサ イト の構 築・運 用
３） データベース統合 化基 盤技 術の 研究 開発
４） バイオ関 連データベース統 合化 の推 進

ライフサイエンス分野の統合データベース整備の第二段階のあり方について（報告）（概要） その２
３．バイオインフォマティクス分野の人材育成＝我が国全体で取り組むべき課題
・ ライフサイエンス分 野のデ ータベ ースを活 用す るには、
データベ ースの作成 、ならびに利 用の 場において
バ イオ インフォマティシャンが不可 欠。
・ バイオインフォマテ ィシャン 育成 推進 ネット ワークでは
NB DC がコアと なり、バ イオインフ ォマテ ィクス研 究を 行う
大 学や 研究 機関と 共にバ イオインフォマティシャン 育成
推 進ネッ トワークを 形成 する。
・ 「人材 の育 成」と 「人材 の循 環の促 進」の ２つの機 能を
持 つこと により、人材 育成 とキ ャリアパ スの確 立の２ つを
実 現する ことを目 指す 。
・ 人材 の育成 では、情報 科学の 知識 を持 った人 材が、
医 学、薬学 、農 学などの 様々 な知識 を身 につけ る、
あるいは 、逆 に医学 等の知 識を 持った人材 が情 報
科 学の知 識を 獲得 すること によって「π型 人材 」となり、
それぞ れの分 野で活 躍できる ような教 育システ ムを
構 築する 。
・ 人材 の循環 の促 進では、ネットワ ーク内で人 材が
一 定年 限毎 に循環す ることによ り、スキ ルを 身につけ、
経 験を 積み 、大 学、研究 機関 や企業 などで管 理職
クラスの ポジショ ンにつける ような仕組 みを 立ち 上げる 。

産 学官共同で人材を育成していく枠組み
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