
生命科学分野のデータベース統合化と
 生物名称

 
-データ・知識の共有に向けて

ライフサイエンス統合データベースセンター

特任准教授

川本祥子

この作品は、クリエイティブ・コモンズのAttribution 2.1 Japanライセンスの下でライセンスされています。この使用許諾条

 

件を見るには、http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/をチェックするか、クリエイティブ･コモンズに郵便にてお

 

問い合わせください。住所は：171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA です。



ヒトゲノム：
 

30億塩基対
遺伝子：

 
2万数千個

タンパク質
 

：10万以上
SNP：

 
3千万個

その他の生体分子(糖鎖, 脂質, 低分
 子）

Ｘ

細胞：
 

200－300種類
疾患

 
：

 
5千（遺伝子の関係するもの）

様々な状態：発生, 発達, 概日周期, 老
 化

Ｘ

個人ゲノム
（数字は主にNCBIデータを参照）

By Bodyparts3D/Anatomography



ゲノム解読される生物種数

Ｇｏｌｄ

 

Ｇｅｎｏｍｅｓ

 

ＯｎＬｉｎｅ

 

Ｄａｔａｂａｓｅウェブサイトより

 

http://www.genomesonline.o



生命科学における情報爆発

• データ爆発
– 1200億塩基(INSD)

＊次世代シーケンサー

＊オミックスデータ

• 知識爆発
– Pubmed 2000万件

＊フルテキスト

＊オープンアクセス



かつてない量のデータが
 

生み出される時代
 

データをどのように解析するか
 

利用, 流通は容易か
 

公開度はどうか, 保存は万全か

データ駆動型の科学への転換



日本のライフサイエンスDBの問題点

• DBが散在していて所在情報や利用法が分からない
– 似たようなものがいくつもありどれを使ってよいか分からない

• DBのエントリに信頼性の高い注釈がついていない
– DB構築、維持を行える人材不足、DB構築への評価の低さ

• 大型プロジェクトの成果公開が不十分
– 公開されているものもプロジェクトが終了すると更新ストップ

• ばらばらに構築・管理されていて検索・解析・応用が困難
– 現在の統合化は分子レベルで行われていて医療などへの応用困難

– 日本語化されていないので研究動向や分野の状況の把握困難

• DBは不可欠な基盤なのに国のDB戦略がない



縦割で進められる生命科学の大型プロジェクト

参照：生命科学系主要プロジェクト一覧

 
by DBCLS



統合プロジェクトまでの文科省の取り組み

• ライフサイエンス委員会での検討

– データベース整備戦略作業部会

– 平成１８年５月１７日報告書

– 国際動向を踏まえた問題点整理と推進方策（１０項目）
•戦略立案、基盤DB支援、ポータルサイト、統合DBと技術、DB受入

•文献との連携、高精度注釈付け、新規DB、DB利用法、人材育成

• ライフサイエンス分野の統合データベース整備事業の公募

– 平成１８年度（準備期間）

– 平成１９年度（～２２年度の４年間）プロジェクト公募。

– ライフサイエンス統合データベースセンター設置

•平成１９年度事業予算

 
1,600,000千円

•平成２０年度事業予算

 
1,100,000千円

内閣府連携施策群での取り組み振

 
興調整費「LSDB統合に関する調査

 
研究」（H１７から１９）

 
（代表

 

大久保公策）





DB調査

•「生命科学データベース統合に関する調査研究」

 (平成17～19年度）

•世界全体で10,000データベース
•国内は250データベース

その後、国内はすでに500以上に
(DBカタログ参照）



NIHデータ
共有指針

2003

1960 1970 1980 1990 2000 (2010)

DNA配列
決定法
1977

1971
米National 
Cancer Act

Internet
1983

2002-2005

 

HapMap計画
1990-2003

 

ヒトゲノム計画

WWW
1991

1996
E-FOIA
(電子情報自由法）

米国公的科学制度の変遷
 

（日米比較）

NCBI新設
1988

PubMed
無料公開

1997
科学民営化

ARPANET
（Internet原型)
1969

2007-2010
癌ゲノム地図計画1996～

 

CGAP

NIH OAポリシー
2005

2007
NIH OAポリシー
法制化

“A Question of Balance” 1999

制度設計

“The Digital Dilemma” 
2000

技術の進歩

研究大規模化

オープンデータ化

“WS on Promoting Access
to S&T Data” 1999

“Bits of Power

 

” 1997

“Role of S&T Data and Info.
in the Public Domain

 

” 2003

“OA and the Public Domain in 
Digital Data and Info. for Sci.” 2004

“Privacy and Info. Tech. 
in a Digital Age

 

” 2007

1995
PWRA

(書類事務削減法）

National Research Council

 

他

（参）

 
日本の制度改革

1998
大学等技術移転促進法

（承認TLO制度）

2002
知的財産基本法

科学技術基本計画
1996

国立大学法人化
2004

第二期科学技術基本計画
2001

1999
日本版

バイドール法 ポストゲノム研究

科学の民営化と予算の増大

OECD 閣僚レベル

 
会議声明2004

1980
バイドール法

経済再建租法1980
スティーブンソン‐
ワイドラー法 1981

80’s 産学協同

センターブーム

クローニングブーム

探索データの登場

データ統合タスク注目

共産科学 民営化 バランス政策

By 大久保公策（遺伝研&DBCLS)





科学データの共有化を考えるシンポジウム



統合ＤＢプロジェクト参加機関と役割

科学技術振興機構(JST) 科学技術振興機構(JST) 産総研CBRC産総研CBRC かずさDNA研かずさDNA研 九州大学九州大学

奈良先端大奈良先端大 東京大学東京大学 お茶の水女子大お茶の水女子大 長浜バイオ大長浜バイオ大

東京大学Gr東京大学Gr東京医歯大Gr東京医歯大Gr京都大学京都大学

大学共同利用機関法人

情報・システム研究機構

ライフサイエンス統合

データベースセンター

ライフサイエンス統合

データベースセンター

運営委員会
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ、情報

 
科学、ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

 
DB有識者、各省

 
代表者

分担機関

参画機関

A大

補完課題DB既存のDB

データベースの現状調査、

 
評価、戦略立案機能の充実

Ｂ研

Ｄ
Ｃ

化合物DB 臨床DB 疾患DB

ポータル

連携受入連携受入

受入

教育共通基盤技術（日本語処理）

植物統合化 多型情報統合化共通基盤技術（ワークフロー技術）

教育 教育

データベース

 
開発のため

 
の人材養成

維持が困難に

 
なったデータ

 
ベースの受入れデータベースの所在情報

 
と利用法に関するポータ

 
ルサイトの構築と運営

アノテーショ

 
ンの実施

統合データベースの開発と、

 
そのための研究開発の促進

文献情報

 
との連携

理研理研

遺伝研遺伝研

産総研産総研

九工大



データベース統合のポイント

• 整備、統合には多面的な取り組みが必要
– 望ましい整備、統合は研究分野毎、利用者毎に異なる

• 技術面だけではなく制度面での取り組み必要
– 著作権、個人情報の取り扱いなど

• 統合は手段であり、目的ではない
– 物理的に一つのDBが目的ではない

– 統合のあり方は研究の進展とともに変化する

• 目的はライフサイエンスの研究開発の効率や質の向上
– 必要十分なデータにすばやく辿り着ける

– 多種多様なデータの関係が色々な視点から一望できる

• 実験データだけでなく研究開発に関わるデータ全て



データベース多様性は

統合を困難にする



容赦なくＩＤや名前が用いられる容赦なくＩＤや名前が用いられる

それぞれの形式それぞれの形式

引用：ヒトゲノムバリエーションデータベースhttps://gwas.lifesciencedb.jp/



学名や一般名が入り混じる学名や一般名が入り混じる

引用：World‐2DPAGE Repository

 
http://world‐2dpage.expasy.org/repository/



遺伝子には別名が多い

Entrez Gene よりhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/



（垂直統合） （水平統合）

ヒト統合DB モデル生物・各生物DB

文献情報

データベースアーカイブ

高度アノテーション
データマイニング
システムバイオロジー

日本語文献
(学会予稿、総説誌)

欧文論文 図表・画像

配列データ

発現データ

多型データ

臨床データ

化合物データ

ゲ ノ 列ム 配

索引・目次

ブラウザ
シソーラス

統合データベースの初期設計図

ワークフロー

辞書

オントロジー

インター

 
ネット技術

検
索
エ
ン
ジ
ン

ＤＢ／ツール
カタログ

自然言語処理

UI

分野別統合

辞書類
ツール類

辞書による名前の解決を中心に



統合化の全体像とステップ

①データベース、ツール、プロジェクトのカタログ化、ポータルサイト

②データベースやツールの使い方、使い分けの情報

③データベースやツールの統一的、シームレスな検索、利用

④知識発見支援のためのデータベース統合化、解析ワークフロー
⑤目的、用途ごとのデータベース統合化、解析ワークフロー

データバンク事業 個別DBプロジェクトDB ツール

イノベーション、新たな知識発見、データベース生物学

〜H２0

〜H２２



プロジェクト成果（サービス）の公開

• http://lifesciencedb.jp/ より



成果1 -
 

データベースカタログ



データベースカタログレコード概要
ID 2187
URL http://fantom3.gsc.riken.jp/
タイトル(日本語) FANTOM
タイトル(英語) FANTOM
LsdbName(日本語) マウス全長cDNAに関する注釈書

LsdbName(英語) Annotation of full-length mouse cDNA

説明(日本語)
マウス全長cDNAクローンの配列に対するアノテーションのデー

 タベース。

 

（転写開始位置情報として）CAGE tags, GSC 
ditags情報も併用されている。

説明(英語)
A database of annotations to mouse full-length cDNA clone 
sequences. CAGE tags and GSC ditags information are also 
used to identify transcription start sites.

分類 DB型/注釈;生物種/動物界/哺乳類/マウス;対象/アノテーション

カタログ MetaDB;文科省

組織 独立行政法人/理研/GSC



経済産業省‐MEDALS便覧



農水省‐AgriTogoデータベース便  
覧



目的

•国内DBの維持管理、再利用、公開の促進

現状

•国内DB約300のうち約１０％しか一括ダウンロードができない。(H19当時)
•データベースに関する情報があまりない。
•ライセンスが不明で会社で使っていいかどうかわからない
•プロジェクト（予算）が終了して維持できない

実現方法

•研究者やプロジェクトに個別に交渉を進める
•簡易DBによるダウンロードサイトの構築（部分ダウンロードも可能）
•詳細なメタデータを用意する

（データの質に関する情報、標準化メタデータ）
•標準化されたライセンスの選択肢を用意する

成果2 –生命科学系データベースアーカイブ



生命科学系データベースアーカイブのユーザインタフェース

ＤＢ一覧ＤＢ一覧 ＤＢの説明ＤＢの説明

ダウンロード画面ダウンロード画面

利用許諾利用許諾

データ項目の説明データ項目の説明

簡易検索簡易検索

28



オリジナルとアーカイブ



オリジナルとアーカイブ



オリジナルとアーカイブ



オリジナルとアーカイブ



TogoDB: データベース受入れ公開システム

MySQL Excel シート

自動的に共通のWWW検索インターフェイスを生成
自動的にDBCLS

 

ポータルの横断検索エンジンに対応
自動的にウェブサービス(SOAP/WSDL API)を生成

さまざまな種類のシステムを用いた，さまざまな種類のライフサイエンスデータから

PostgreSQL

さまざまなシステム

文献データ配列データ

さまざまなデータ

化合物データ

データベース受け入れシステム管理画面

読み込み

読み込んだDB

ID

配列

アノテーション

実験コメント

検索項目を簡単にカスタマイズ ウェブ
サービス

検索項目 選択

・DBシステム，データ内容に依らず，簡単に受け入れ可能
・本ツールのダウンロードにより，誰でもDBを構築可能
・維持困難なDBの移設も容易

・シームレスなページング処理により、データを効率的に閲覧可能

各DBを
WWWから
検索可能

ユーザ

横断検索

受け入れた
DBを
まとめて
検索可能



共有化のためのメタデータ整備
データベースのメタデータ データのメタデータ



利用許諾の整備
利用促進とデータ構築者のクレジット確保



• BodyParts3D 解剖学辞書

• 学名（ラテン語）と他言語での種名の対応 - 
75,796 件

• 学名と和名の対応 - 62,274 件
• 学術用語の日本語と英語の対応 - 150,592 件
• 解剖学用語の和英ラテン対応辞書 Terminologia 

Anatomica 第1３版準拠

• メタ用語辞書

• 遺伝子名称シソーラス
 

等

成果3 –辞書の構築と公開



BodyParts3D/Anatomography



例：遺伝子名シソーラス辞書

SWISS‐PROT:Q9Y6Z4

 

EntrezGene:26236

 

HGNC:20953

 

Protein HGC6.1 | chromosome 6 open reading frame 54………….
SWISS‐PROT:Q9Y6Z2

 

EntrezGene:26238

 

HGNC:21235

 

Protein C6orf123 | chromosome 6 open reading frame 123……..
SWISS‐PROT:Q9Y6Y9

 

EntrezGene:23643

 

HGNC:17156

 

MD‐2 protein | Lymphocyte antigen 96 precursor | MD‐2 | MD2.
SWISS‐PROT:Q9Y6Y8

 

EntrezGene:11196

 

HGNC:17018

 

p125 | P125 | SEC23‐interacting protein | MSTP053………………..
SWISS‐PROT:Q9Y6Y1

 

EntrezGene:23261

 

HGNC:18806

 

Calmodulin‐binding transcription activator 1 | KIAA0833………….
SWISS‐PROT:Q9Y6X9

 

EntrezGene:22880

 

HGNC:23573

 

MORC family CW‐type zinc finger 2 | Zinc finger CW‐t……………
SWISS‐PROT:Q9Y6X8

 

EntrezGene:22882

 

HGNC:18513

 

KIAA0854 | Alpha‐fetoprotein regulator 1 | ZHX2…………………..
SWISS‐PROT:Q9Y6X0

 

EntrezGene:26040

 

HGNC:15573

 

SETBP1 | SET‐binding protein | KIAA0437 | SET bindin………….
SWISS‐PROT:Q9Y6W8

 

EntrezGene:29851

 

HGNC:5351

 

ICOS | CD278 | inducible T‐cell co‐stimulator | MGC39850………
SWISS‐PROT:Q9Y6W6

 

EntrezGene:11221

 

HGNC:3065

 

MKP‐5 | Mitogen‐activated protein kinase phosphatase 5………..
SWISS‐PROT:Q9Y6W5

 

EntrezGene:10163

 

HGNC:12733

 

WASF2 | WASP‐family protein member 2 | WAS protein fam…….

Swiss Prot.IDSwiss Prot.ID EntrezGene IDEntrezGene ID Other IDOther ID Names and abbreviationsNames and abbreviations

Genes  Names

Gene Family 12,110 27,923

Human 27,959 145,623

Mouse 48,545 173,375

Rat 17,319 61,801

Zebra fish 24,230 60,270

Genes  Names

D. melano. 30,708 96,934

C.elegance 25,304 96,220

budding yeast 7,359 29,533

fission yeast 7,943 15,431

Bacillus subt 4,206 14,816



学術用語集データ



デジタル対訳生物学名について

• 和名対訳辞書作成方針

– 生物種およびクラス名称についてラテン名、英語
 名に対応した和名を情報源と共に集める

– 生物種の構造化（分類）は行わない

– 情報源による食い違いや表記ゆれは正当性の
 検討は行わず情報源の併記に留める

– 公式に決められた和名（標準和名）を探す。探し
 出せなかった場合は、それに代わる和名を適切
 な情報源から探す



デジタル対訳生物学名について

• 想定アプリケーション

– 検索サービスの質問用語を自動翻訳する

– 分子データ に対する 材料情報を和訳する

– 論文の生物名索引を和訳する

– その他生物多様性情報を日本語で利用可能に





生命科学データベース横断検索における辞書利用

検索ワード入力、翻訳

検索結果表示部

遺伝子名辞書検索結果表示部



そのほか
 LSDB ツール&解析サービス

• Wired‐Marker
 

→https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/6219/

• MiGAP 
 

→http://migap.lifesciencedb.jp/

• DBCLS Galaxy
 

→http://galaxy.dbcls.jp/

• Protein Annotation workflow
 

→http://togo.cbrc.jp/

• TogoDB
 

→http://togodb.dbcls.jp/

• TogoWS
 

→http://togows.dbcls.jp/

• LSDB Lab.
 

→http://lifesciencedb.jp/lab/

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/6219/
http://migap.lifesciencedb.jp/
http://galaxy.dbcls.jp/
http://togo.cbrc.jp/
http://togodb.dbcls.jp/
http://togows.dbcls.jp/
http://lifesciencedb.jp/lab/


TogoWS: 統合ウェブサービス
国内外のウェブサービスを透過的に統合

ユーザ

統一的命名規則と
統一的データ構造でやりとり

統合ウェブサービス
DDBJ

PDBj

KEGG

CBRC…
それぞれのサービスごとにばらばらな
命名規則とデータ構造でやり取り

→

 
相互運用を容易にし，主に国内のサービスを統合したワークフローを集積

透過的に
変換

SOA
P

SOAP

SOAP

SOAP

SOAP

REST

データベースのエントリ取得など

 
主要機能は

 

SOAP だけでなく、

 
簡便な

 

REST 形式にも対応
http://togows.dbcls.jp/getentry/ddbj/

 

*
http://togows.dbcls.jp/getentry/compound/

 

*
http://togows.dbcls.jp/getentry/pdb/

 

*
http://togows.dbcls.jp/getentry/genbank/＊
http://togows.dbcls.jp/getentry/pubmed/＊
．．．

サービスの連携に必要なデータ形式変換機能等を提供
国内各サービスの稼働状況を継続的に監視し対応
利用方法についてドキュメントとサンプルプログラムを整備

→

 
BioHackathonにより世界標準の規格を検討、国内のサービス連携を開始

http://togows.dbcls.jp/getentry/ddbj/
http://togows.dbcls.jp/getentry/pdb/
http://togows.dbcls.jp/getentry/pdb/
http://togows.dbcls.jp/getentry/genbank/
http://togows.dbcls.jp/getentry/medline/


ウェブ上の情報を共有化するツールWired‐
 Marker

You cannot publish this  

You can publish the marker

Documents on the Web

Idea by Okubo & Bits 
Embodied for DBCLS



66K downloads in 6month

20+ international web journals



データベースやツールの使い方がわからないとき
 統合TV

 
http://togotv.dbcls.jp/

http://togotv.dbcls.jp/


まとめ

• H18年度より日本でも生命科学分野のデータベースの統合
 プロジェクトが開始された

• 国内で構築されるデータベースの基盤整備や制度整備、
 データベースの保全を行うための初めてのプロジェクト

• 研究機関では実現しにくいサービスの開発や、文献の公開、
 DBの受入れ、人材育成なども進めていく

• 時限付のプロジェクトでなく統合DBが国内で恒久的に維持さ
 れるような仕組みが必要

• データベースを支える人材と、キャリアパス、評価の仕組み
 が必要





バイオサイエンスデータベースセンターの紹介
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