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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、

提供しているバイオリソースを中心に、国内外の関連機
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事業内容

職員とメンバー構成

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
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 染谷　有香 飯野　勤（～平成 20 年 4 月） 

 古澤　明子（～平成 20 年 5 月） 小田切　鏡（～平成 20 年 7 月） 

 安藤　敦子（～平成 20 年 9 月） 生井　美穂（～平成 20 年 10 月） 

 鈴木　奈緒（～平成 21 年 3 月） 笠原　英行（～平成 21 年 4 月） 

 山下　美穂（～平成 21 年 4 月） 和間　直子（～平成 21 年 5 月） 

 小久保　緑（～平成 21 年 6 月） 加賀　稔（～平成 21 年 6 月） 

 染谷　友子（～平成 21 年 6 月） 丹野　美代子（～平成 21 年 8 月） 

 岡田　卓也（～平成 21 年 9 月）

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として構築・運用することを、

関連する各リソース開発室と連携して行っている。それ

らをウェブカタログなどの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。



情報解析技術室
Bioresource Information Division

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 103 ―

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、一覧性に優れた紙媒体と随時

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。総合カタログな

どの冊子体が前者に当たるが、情報解析技術室では後者

のデジタルコンテンツについて、ウェブカタログの形に

整備し、インターネット上に公開している。ウェブカタ

ログとは、オンラインで研究目的に適ったリソースを検

索し、各リソースの特性情報や入手する場合に必要な条

件・手続きなどの情報を閲覧できるように、インターネッ

ト上に公開されたデータベースシステムである（図 1）。

BRC が扱うリソースが増大するにつれ､ 電子化された

天野、太田、横田、一石

岩瀬、中田、佐藤、上田、本庄、湯原

野口、深海室長、川添、小野、染谷

情報の果たす役割、それらをオンラインで扱うためのシ

ステムの役割は、ますます大きくなっていくと考えられ

る。

　平成 20 年度には、ヒト iPS 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。また、新し

く提供を開始した GMC 細胞（桐蔭横浜大学 後藤先生か

ら寄託された、早老症患者に由来する細胞のコレクショ

ン）のウェブカタログを開発した。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、引き続き提

供枚数を増強した。シロイヌナズナ野生株・近縁種等の

種子に関わるデータベース（SASSC）を、新規のリソー

スや特性情報を追加できるようにするなど、より高度な

データベースをめざしたデータ収集が行なえるように全

面リニューアルした。

　理研 BRC が扱うリソースの数・種類や提供依頼数は

パートタイマー 一石　美栄子 天野　晃

 宇野　利絵（～平成 20 年 5 月）
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非常に多く、さらに今後も増大していくと思われる。し

たがってリソース提供業務に関する情報をデータベース

化して管理し、業務に利用するためのシステムの重要

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ものではない

が、リソース提供業務が正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 20 年度には、遺伝子クローンを大量に提供依頼

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。また、リソース提供業務の一層の効率化を図ると

ともにシステムの運用経費を削減するべく、開発室ごと

に異なっていたワークフローを見直し、リソース提供シ

ステムの再構築を開始した。この再構築計画は現在進行

中であり、この計画の後には引き続き、リソース提供シ

ステムと連動している動物、細胞、遺伝子リソースのウェ

ブカタログの再構築を予定している。

　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。

　「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を引き続き行っている。

　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 の各リソース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 20 年度は遺伝子材料開発室の国内向けリソース

提供について、オンラインオーダーシステムを開発し、

稼動を開始した。海外利用者向けに、提供手数料をクレ

ジットカードで決済するためのシステムを開発し、稼動

を開始した。遺伝子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。

こうした開発と平行して、ホームページの随時変更、総

合カタログ送付への支援、月１回のメールニュース発信

の支援（実験動物開発室、細胞材料開発室、遺伝子材料

開発室、微生物材料開発室）、月 1 回のミニアンケート

の集計と公表（細胞材料開発室、遺伝子材料開発室）な

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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情報解析技術室の事業の流れ図

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 17 年度に開発を開始した文献成果検索システムに

関連して、システムによる検索で得られた成果文献が、

利用者に見やすくなるようウェブページでの表示方式を

改良した。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。植物遺

伝子リソース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）では、5 つ目の生物種となるキャッ

サバを追加し、既存の生物種でもクローンの追加を行い、

内容の一層の充実をはかった。さらに SABRE のデータ

を利用して、シロイヌナズナ完全長 cDNA のウェブカ

タログでアノテーション内容を更新した。Geneset Bank 

Database では、遺伝子材料開発室で提供可能な遺伝子材

料から目的とするクローンが見つけやすいように、遺伝

子パスウェイの図に載っている個々のタンパク質との対

応で、その遺伝子を持つクローンが表示されるようにし

た。

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。

さらに NBRP（National BioResource Project）情報中核機

関で構築しているリソース総合検索サイトでも、月１回

の頻度で動物、細胞のデータ更新が行われている。
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