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　近年のゲノム解析の進展により、遺伝子、タンパク質、

細胞、個体にいたる様々な研究材料（バイオリソース）

が生まれ、それに付随する情報も材料と同様に急速に増

加しつつある。それらの情報は、研究目的に適った材料

を選び活用する上で必要不可欠であり、利用者にとって

使いやすい検索システムを備えたデータベースとして整

備し公開することは、ライフサイエンス研究にとってま

すます重要なこととなってきている。

　情報解析技術室では、理研 BRCが収集、維持、保存、
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事業内容

職員とメンバー構成

　情報解析技術室では以下のような事業・業務を行っ

ている。

1. リソース収集・維持・保存・提供事業
　（1）リソース情報の収集・管理とデータベース開発・

運用

　（2）データベースや検索システムを通したリソース情

報提供

　（3）リソース提供業務支援

2. リソース利用促進事業
　（1）リソース入手を簡便にするためのシステム開発・

運用

　（2）リソース情報の発信業務支援

3. リソース情報技術開発事業 
　（1）リソースデータベース統合のための技術開発

　（2）リソース情報解析のための技術開発

　（3）リソース情報解析の技術相談

室長　　　　　　　　深海 　薫（平成 15年 7月～）

客員主幹研究員　　　鵜川 　義弘（平成 13年 11月～平成 19年 3月）

専任研究員　　　　　岩瀬　 秀（平成 14年 2月～）

　　　　　　　　　　太田　 聡史（平成 15年 10月～）

先任技師　　　　　　野口　 守 （平成 13年 4月～）

テクニカルスタッフ　湯原 　直美（平成 17年 4月～）

提供しているバイオリソースを中心に、国内外の関連機

関が保有するバイオリソースに関する所在情報ならびに

特性情報を収集し、データベース化し、国内外のデータ

ベースと連携したシステムを構築・運用している。それ

らをウェブカタログなどのバイオデジタルコンテンツと

して公開することで、バイオリソースを利用するために

必要な情報を研究者コミュニティーに提供し、ライフサ

イエンスにおける研究基盤形成の一翼を担うことをめざ

している。
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年次計画と成果

1. リソース収集・維持・保存・提供事業

　バイオリソースを有効に利用するためには、その所在

情報・特性情報が不可欠である。現在、BRCリソース

の所在情報・特性情報は、一覧性に優れたカタログと随

時更新可能なデジタルコンテンツ、それぞれの利点を生

かし互いに補い合う形で提供されている。情報解析技術

室では後者について、ウェブカタログやホームページの

形に整備しインターネット上に公開している。BRCが

扱うリソースが増大するにつれ､ 電子化された情報の果

たす役割がますます大きくなっていくと考えられる。

　理研 BRCが扱うリソースの数・種類や提供依頼数は

非常に多く、さらに今後も増大していくと思われる。し

たがってリソース収集・維持・保存・提供事業が効率的

かつ円滑に行われるため、リソースやリソース提供業務

に関する情報をデータベース化して利用・管理しやす

くし、業務を行うためのシステムの必要性がますます

高まっている（図 1）。そのようなシステムの管理運用

は利用者から直接目に見える事業ではないが、業務が正

太田、一石、岩瀬、桐生、上田

湯原、天野、佐藤、安藤、遠藤、福富

野口、横田、深海室長、本庄、中田

確かつ円滑に行われるために必要不可欠であり、当セン

ターが掲げる信頼性・継続性の基盤となる事業である。

　平成 18年度にはマウス系統特性（血清生化学検査、

血球計数、体重、頭胴長）についてホームページからの

公開を開始した。実験植物開発室の cDNAクローンリ

ソース（シロイヌナズナ、ヒメツリガネゴケ、ポプラ、

タバコ）の BLAST検索システムを開発し、運用を開始

した。いくつかの主要な細胞株において、ホームペー

ジからの細胞形態写真の画像提供（アニメーション GIF

による動画の提供を含む）を開始した。マウス系統では

すでに画像提供を行っていたが、1系統につき複数枚の

写真を掲載するなど、提供枚数を増強した。また、新し

く提供を開始したシロイヌナズナのトランスポゾンタグ

ライン・ホモ種子、HCH細胞（臍帯血から CD34陽性

純化幹細胞のみとしたもの）、HSC細胞（鹿児島大学 園

田先生が寄託された細胞に EBVを感染させ、増殖能を

獲得した細胞）の検索システムを開発した。微生物株を

大量依頼した場合、提供手数料に特典が得られるシステ

ムを導入した。
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平成 19年度には、平成 18年度に公開を開始したマウス

系統特性をより分かりやすく使いやすい形で提供するた

め、表示システムを開発、公開した。細胞株、マウス系

統のホームページからの画像提供については、平成 18

年度に引き続き提供枚数を増強した。マウス系統検索を

全面刷新し、検索効率を高め、公開情報の量を増やした。

またキャッサバ完全長 cDNAクローン、ネッタイツメ

ガエル ESTクローンの提供を開始するのに伴い、検索

システムを開発した。マウス iPS細胞、遺伝子トラップ

法 UPATrap による変異型マウス ES細胞株の提供を開始

するのに伴い、ホームページ上にカタログ情報を掲載し

た。

　平成 19年 8月に細胞材料開発室と微生物材料開発室

の 2部門で認証された「ISO 9001」に関しては、文書共

有サーバの設置、内部監査への参加などで貢献した。

　こうした開発と平行して各リソースの所在情報ならび

に特性情報の更新を随時行い、常に最新の情報が提供さ

れるようにしている。また法令・ガイドラインの改正な

どにともなう提供業務内容の変更で必要となったシステ

ムの改修などについても随時行い、リソース事業の信頼

性・継続性の維持に努めている。

2. リソース利用促進事業
　情報開発技術室はまた、リソース提供申込に必要な諸

手続きを出来るだけオンライン化したり、必要な書類を

作成するためのツールを開発したりすることで、リソー

スの提供を受ける際の負担を軽減することにも取り組ん

でいる。理研 BRCの各開発室はリソースに関する情報

をホームページやメールニュースなどを通して発信して

いるが、それに関する技術的な支援も行っている。さら

にホームページ上でミニアンケートを行うことで利用者

からの声を吸い上げたり、アクセスログの解析を行うこ

とで利用者の動向を探ることにも取り組んでいる。これ

らの取り組みはリソースのより有効な利用を促進するこ

とにつながる。

　平成 18年度は実験植物開発室のリソース提供につい

て、海外利用者向け提供申込システムにMTAのダウン

ロード機能を付加するなどの機能強化を行った。さらに

平成 19年度には国内の利用者もオンラインオーダーが

出来るように日本語化を行なった。実験動物開発室のリ

ソース提供についても国内利用者向けのオンラインオー

ダーシステムを開発し、稼動を開始した。現在、海外利

用者向けのシステムも開発中である。細胞材料開発室の

ホームページ上でミニアンケートを取るためのシステム

を開発し、稼動を開始した。現在結果を月１回集計しホー

ムページにて公表している。さらに微生物材料開発室か

らメールニュースの発信、実験動物開発室から英文メー

ルニュースの発信が開始されることになり、発信のため

図 1　BRC データベースシステム

バイオリソースセンターが扱うリソースの特性情報

をウェブカタログとして利用者に提供するばかりで

なく、各リソースの寄託、在庫、提供、MTA、課金

情報などを一元的に管理する、バイオリソースの提

供業務システムとしての側面を持つ。
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　生命現象を総合的に理解するためには、

まずこれらの情報を統合化することが不

可欠です。また、これらの情報の中から

生物学的に意味のある情報を抽出するた

めの新しい情報解析技術を開発します。 

情報解析技術室の事業の流れ図

のメールシステム整備を行なった。

　こうした開発と平行して、ホームページの随時変更、

総合カタログ送付のサポート、実験動物開発室、細胞材

料開発室、遺伝子材料開発室からそれぞれ月１回のメー

ルニュース発信を行う際の業務支援などを行った。

3. リソース情報技術開発事業 
　リソースに付随する既存の情報をそのまま利用者に提

供するだけでなく、他データベースとの関連付けや統

合を行ない、そこから得られた情報を研究者コミュニ

ティーに発信する。あるいは新たに収集したり、独自に

解析した結果を付加情報として提供する。また、その

ために必要な技術開発を行う。こうしたことは、理研

BRCのリソース事業の先導性を維持していく上で重要

な事業である。

　平成 16年度に参加機関の一員となったマウスリ

ソース共通検索システムの JMSR（Japan Mouse Strain 

Resources）と IMSR（International Mouse Strain Resource）

については、参加の条件である定期的なデータ更新を継

続して行っている。これらの共通検索システムを用いる

ことにより、複数の保存機関が独立して管理運用してい

るマウスリソースのデータベースをインターネット上で

一括検索することができる。利用者は各リソース保存機

関を逐一調べることなく検索結果から所在情報が得ら

れ、検索結果からリンクされている個々のデータベース

へアクセスすることで特性情報を調べることができる。

平成 17年度に開発を開始した文献成果検索システムは、

平成 18年度も高速化・高度化のための開発を引き続き

行い、それと平行して理研 BRCから提供した動物、植

物、細胞、遺伝子リソースによる文献成果の追跡調査と

公表を行っている。細胞株の品質管理の１つとして行わ

れている Short Tandem Repeat-Polymerase Chain Reaction 

（STR-PCR） 法による遺伝子多型解析では、実験結果の

解析ならびに解析結果の公開を、細胞材料開発室と共同

で行っている。また、種類の異なるリソースを取り扱っ

ている利点を生かし、それらの特性情報を有機的に結び

つけたデータベース・検索システムを開発中である。実

験植物開発室が提供している 4種類の植物遺伝子リソー

ス（シロイヌナズナ、ヒメツリガネゴケ、ポプラ、タバ

コ）間で互いに似た機能を持つと思われる遺伝子を串

刺しにしたデータベース SABRE（セイバー：Systematic 

consolidation of Arabidopsis and other Botanical REsource）

を開発、公開した。さらに NBRP（National BioResource 

Project）で構築しているリソース総合検索サイトにお

ける動物データ・細胞データ更新のワークフローを、

NBRP情報中核機関との間で確立した。現在は月１回の

頻度で更新が行われている。
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