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マウス表現型知識化研究開発ユニット

ユニットの目指す方向：

マウスリソ スの利用／共有を高めるための情報統合技術開発とマウスリソースの利用／共有を高めるための情報統合技術開発と、
技術応用としてのデータベース開発を行う。



実験動物（疾患モデル動物）としての
マウス（ハツカネズミ）の利点

• 小動物（体重20-40g程度）

• 高繁殖率、短期間成熟（2~3ヶ月）

• 遺伝的に多様な系統と科学的知見が集積

• 実験の再現性を保証する 遺伝的に同一な動物 「近交系」の確立• 実験の再現性を保証する、遺伝的に同一な動物、「近交系」の確立

• ヒトと同じ哺乳類、高い遺伝的相同性

• 全ゲノム塩基配列情報が利用可能情

• 多様な遺伝子操作（ノックイン・ノックアウト等）が可能

• ES細胞やiPS細胞という万能細胞の樹立

• 発生工学的手法（胚操作、クローン技術など）が利用可能

• ほぼすべての解剖学的部位がヒトと一致



本日の話題

講義：理研BRCにおけるマウス関連データベースの紹介

1. BRCマウス系統情報のデータベース

2. マウス表現型解析プロトコルデータベース

3. マウス表現型解析プロトコル比較データベース ～SDOP-DB～

4. マウス表現型データベース ～Pheno-Pub～

5 理研哺乳類統合データベース5. 理研哺乳類統合データベース

実習実習：

ポジショナルキャンディデートクローニングのための
統合検索システム（Positional MEDLINE: PosMed）



BRCマウス系統情報のデータベース
（理研バイオリソースセンター 実験動物開発室）（理研バイオリソースセンター 実験動物開発室）



BRCマウス系統の検索画面

系統別分類

研究目的別分類研究目的別分類

例 キ ワ ドに「di b t 」を入力例：キーワードに「diabetes」を入力



例：キーワードに「diabetes」を入力

BRCマウス系統の検索結果画面

例：キ ワ ドに「diabetes」を入力
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バイオリソース整備事業におけるプロトコルの重要性

バイオリソース整備事業

バイオリソースの収集、検査、保存、品質管理及び提供等

各業務がそれぞれ標準化されたプロトコルの下で実施各業務がそれぞれ標準化されたプロトコルの下で実施
されることにより、各業務の品質管理が保証される。

各業務のプロトコルの管理技術の向上が、各業務のプロトコルの管理技術の向上が、
バイオリソース整備事業全体の品質管理の向上に直結



ユーザーにバイオリソースを提供する立場としての
プロトコル管理のあり方プロトコル管理のあり方

提供するリソースがどのようなプロセスを経て得られ
たのか、ユーザーに対して明示することが重要。

各業務において、業務の内容や手順を詳細に記述した
標準作業手順書（Standard Operating Procedure: SOP）を標準 順 p g
作成し、公開する必要あり。



マウス表現型解析の研究分野におけるプロトコルの重要性

表現型（特性）表現 （特性）
情報

表現型解析

個別研究
大規模解析センター

マウスリソース

規

ノックアウトマウス、自然突然変異
近交系統、RI系統、野生由来系統

マウス表現型データ（結果）に影響を与えるプロトコルの共有が課題



EMPReSS (European Mouse Phenotyping Resource for Standardised Screens):
European Mouse Disease Clinic（EUMODIC）におけるSOPの網羅的データベースp

150種類以上のテスト

http://empress.har.mrc.ac.uk/

のSOPを収録

p p

・Brown S.D.M and the Eumorphia Consortium (2005) EMPRESS: standardised phenotype screens for functional annotation of the mouseBrown S.D.M and the Eumorphia Consortium (2005) EMPRESS: standardised phenotype screens for functional annotation of the mouse 
genome. Nature Genetics, 37, 1155.

・Green, E.C.J. et al. (2005) EMPReSS: European Mouse Phenotyping Resource for Standardized Screens. Bioinformatics 21, 2930-2931.
・Ann-Marie Mallon et al. (2008) EuroPhenome and EMPReSS: online mouse phenotyping resource. Nucleic Acids Research, 36, Database 

issue, D715–D718



日本マウスクリニックにおけるSOPのデータベース

クリニックにおける全27種類の

http://www brc riken jp/lab/bpmp/SOPs/

クリ ックにおける全 7種類の
テストのSOPを収録

http://www.brc.riken.jp/lab/bpmp/SOPs/

Wakana, S. et al. (2009) Introduction to the Japan Mouse Clinic at the RIKEN BioResource Center. Exp Anim., 58, 443-50.
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大規模マウス表現型解析プロジェクト（マウスクリニック）

理研BRC マウス表現型解析開発チーム
（マウスクリニック）で構築した大規模
表現型解析システム

EU多国間での標準
プロトコル（EMPReSS‐SOP)
を用いた大規模表現型表現型解析システム を用いた大規模表現型
解析コンソーシアム



研究機関／ラボ間における表現型データの相違
を解釈するためにはを解釈するためには

ヨーロッパのマウスクリニックのSOP日本マウスクリニックのSOP ヨ ロッパのマウスクリ ックのSOP日本マウスクリニックのSOP

SOP間の内容の違いを詳細に比較する必要あり ! ! 



SDOP（Standardized Description of Operating Procedure):
SOP相互比較のための（標準）記述形式

例：オープンフィールドテスト

SOPの内容の項目化

SOP相互比較のための（標準）記述形式

各項目の内容の記述



SDOPフォーマットを用いた研究機関／ラボ間での
SOPの比較事例（オ プンフィ ルドテスト）SOPの比較事例（オープンフィールドテスト）

オープンフィールドテスト：
オープンフィールド

アリ ナオ プンフィ ルドテスト：

自発活動性、新奇場面への反応性のテスト。アリーナ内
にマウスを入れ、行動を観察する。行動特性の指標とし
て移動距離 中心滞在率等を測定する

アリーナ

て移動距離、中心滞在率等を測定する。

Lab Lab

SDOPフォーマットを用いたオープン
フィールドテストのSOPの比較

Lab.

Lab

Lab.

Labフィ ルドテストのSOPの比較Lab.

Lab Lab.

Lab.

Lab. Lab.



SDOPの特徴１：
SOP間の相違点を厳密かつ容易に比較SOP間の相違点を厳密かつ容易に比較

例：オープンフィールドテスト

クリッククリック



SDOPの特徴２：
SOPの相違に起因する結果の相違を解釈するための基盤を提供SOPの相違に起因する結果の相違を解釈するための基盤を提供

例：オープンフィールドテスト



SDOP-DB: マウス表現型解析プロトコルの国際的共有・
比較データベー ス (Tanaka et al Bioinformatics 26(8) 1333 1334 2010)

SDOP-DBのTOPページ

比較デ タベ ス (Tanaka et al., Bioinformatics, 26(8),1333-1334, 2010)

行動／精神／神経

日本とヨーロッパのマウスクリニックとの間で共通
する全16種類のテストを対象にデータベース化

病理行動／精神／神経

オープンフィールドテスト
ロータロッドテスト
尾懸垂試験

病理

剖検

感覚

聴性脳幹反応試験 （ABR）尾懸垂試験
ホットプレートテスト
テールフリックテスト
プレパルスインヒビジョンテスト

聴性脳幹反応試験 （ABR）

眼底検査

代謝
プレパルスインヒビジョンテスト

形態／行動／感覚

可視的検査 - SHIRPAテスト -
血算／生化学

経口糖負荷試験 （OGTT）

骨密度・体脂肪検査 (DEXA)
循環器

血算／生化学

血算検査
生化学検査

血圧測定

心エコー

SDOP-DB (http://www.brc.riken.go.jp/lab/bpmp/SDOP/)
SDOP-DB では研究機関／ラボ間でこれらのプロトコルを共有、比較、
評価することが可能 ！！



マウス飼育環境要因の詳細な比較のために

実用例：
日本マウスクリニックでのマウス飼育環境のSDOPによる比較



プロトコル（SOP）のバージョン管理のために

実用例：
日本マウスクリニックにおけるSOPバージョン管理データベース

クリック !
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日本マウスクリニック 標準検査パイプライン
網羅的表現型スクリーニング -パイプライン１ -網羅的表現型スクリ ニング -パイプライン１ -



日本マウスクリニック 行動特性パイプライン
-パイプライン２-パイプライン２



日本マウスクリニックホームページ
（http://mouseclinic.brc.riken.jp/）（http://mouseclinic.brc.riken.jp/）



表現型閲覧サイト “Pheno-Pub”  の開設

系統間の比較

遺伝子型間の
比較







検査法を1つ選択検査法を1つ選択



検査法を1つ選択検査法を1つ選択

測定項目を
1つ選択



検査法を1つ選択検査法を1つ選択

測定項目を
1つ選択

系統を選択



検査法を1つ選択検査法を1つ選択

測定項目を
1つ選択

系統を選択





グラフ作成の基になった
統計データの表示統計 表







遺遺伝子型間の
比較



系統（解析グループ）
の選択



第一階層: 全検査における本系統の結果のまとめ

系統情報系統情報
リンク

理研BRCの
系統情報のページ

遺伝子型別遺伝子型別
調査個体数情報

リンク 全検査結果
のまとめ

統計解析
の結果

MGIの遺伝子情報

のまとめ の結果

S: significant
NS: not significant

画像MGIの遺伝子情報
のページ

画像 コメント



第二階層: 選択した検査における本系統の結果のまとめ

実験プロトコル情報

選択した検査結果
のまとめのまとめ

統計解析
の結果

S i ifi t
検査プロトコル（SOP）

S: significant
NS: not significant



第三階層: 選択した測定項目における本系統の詳細な結果

検査法 測定項目検査法／測定項目

リンク

統計解析
の詳細

生データの
ダウンロード可能

の詳細

グ 表グラフ表示
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理研哺乳類統合データベース
（http://scines org/db/mammal）（http://scines.org/db/mammal）

理研・横浜研究所・生命情報基盤研究部門（BASE）との共同研究



理研サイネッツ （http://scines.org）

国際標準規格「セマンティックウェブ形式」に準拠した
データベースの構築基盤システム

理研・横浜研究所・生命情報基盤研究部門（BASE）の開発



理研哺乳類統合データベース：対象データ

理研内外の19 種類のDBと9種類のオントロジーのデータ
デ

理研内データ 理研外データ

（計 885,715 のデータ項目数）

理研内デ タ 理研外デ タ

＊：哺乳類に特化したものではない



理研哺乳類統合データベース：コンセプト

オントロジーを情報論理基盤として直接的に利用した
世界初のデータベース

データ層：
・哺乳類DB

世界初のデータベース

種類 種類 ジ デ・オントロジー 19 種類のDBと9種類のオントロジーのデータ ：
計 885,715 のデータ項目数

論理構造層：

上記DBとオントロジーの情報を分類・整理：
教科書的知識（オントロジー：YAMATO-

） より 情報 士 ながりを定義YAMATO‐GXO
（本ユニット）

GXO）により、情報同士のつながりを定義
（情報構造の標準化）

インフラ層：
Scientists’ Networking System

・ あらゆる論理構造をサポートし、データの
変更に対して柔軟に対応

・ クラウドコンピューティングによるDBの

48

(SciNetS)
（生命情報基盤部門）

クラウ ン ティング よる
維持・管理に係るコスト減



オントロジー（YAMATO-GXO）による情報統合
YAMATO: Yet Another More Advanced Top‐level Ontology （大阪大学：上位レベル）

実験行為
状態

p gy
GXO: Genetics Ontology （理研BRC: 中位／下位レベル）

公共DB、
オントロジー

基底

時間

空間

個体人工物

生起物 行為

現象

生物プロセス

分子相互作用

実験行為
状態

動的プロセス Gene 
Ontology

材質

物体

分子

生物体

個体

生物部分

人工物

具体物

解剖学的部分

細胞の部分

Mouse adult 

Plant ontology

ANY
実体 抽象物 遺伝子

分子
DNA

遺伝情報担体 種毎

アリル
配列毎

数

構造
gross anatomy
Ontology

準抽象物

アリル

塩基配列
シンボル配列

実験方法

属性

命題

MGI gene

MGI allele

性質_量 属性

値 定性値

定量値Dependent entity

役割

Phenotypic 
Quality 
Ontology

大阪大学・溝口理一郎教授（BRC客員）との共同研究

“世の中全て”を分類し、関連性をモデル化
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哺乳類DBの各データが「何であるか」を
遺伝学オントロジ （GXO）が定義している遺伝学オントロジー（GXO）が定義している

Genetics OntologyGenetics Ontology

Gene Allele Strain Phenotype

ENU
Allele

BRC
Mouse

Cell



データ統合の実際

FANTOM4 project

各DBとデータ遺伝学的概念の
関連性のモデル化 理研哺乳類統合

DBプロジェクト

統合DB

Genetic 
Marker

Genetic 
Marker in 
mammal

FANTOM 
gene

variant of

YAMATO‐GXO Lite project FANTOM4 project

MGI j

Gdf5 sameAs

Upper

Allele Allele in 
mammal

MGI gene

variant_of

has_allele

MGI project

Gdf5

has_MGI gene
has_MGI gene
=variant ofUpper 

Ontology
Strain

Strain 
resource in 
mammal

MGI allele

_

RIKEN BRC resource project

Gdf5Rgsc451
_

ENU‐induced 
alleleBRC mouse 

strain M100451
allele

Experimental 
result

Result in 
mammal

Result 
i BRC

Phenotype 
result for

Phenotype
Mammalian 
phenotype

Mammalian phenotype ontology project

rdf:subclassOf

in BRC result for  
M100451

rdf:subclassOf
rdf:Property
rdfs:subPropertyOf

Instances
(data records)

rdfs:instanceOf
owl:sameAs



理研哺乳類統合データベースの検索機能



理研のENU誘発突然変異マウスにおける
Gdf5Rgsc451 アリルに関する表示

アリル名

Gdf5 アリルに関する表示

MGIのアリル情報へのリンク

の df 遺伝子情報MGIのGdf5遺伝子情報

Gdf5 遺伝子の他のアリル情報

理研BSIのCDT‐DBにおけるGdf5の遺伝子発現情報

Gdf5Rgsc451アリルを持つマウス系統Gdf5Rgsc451アリルを持つマウス系統

この系統の MP (Mammalian Phenotype)

オントロジ による表現型のオントロジーによる表現型の
アノテーション



理研哺乳類統合データベース: ライセンス明示



理研哺乳類統合データベース:まとめ

• 国際標準規格「セマンティックウェブ形式」に準拠したデータベース

研哺 類統合

国際標準規格 ンティックウ 形式」 準拠したデ タ
の構築基盤システム「理研サイネッツ」 を利用して下記が行えた。

– 多様なデータの統合

– 理研内外のデータの統合

– 教科書的知識（オントロジー：YAMATO-GXO）と各データの結合

• 多様なデータを集中的、統合的に管理する事で、低コストでデータ
の持続性を保証できるの持続性を保証できる。

• ライセンス記述を充実させる事で、データの共有をスムーズに行う
ことができることができる。

• マウス表現型情報を、世界標準に準拠して公開できる。

• バイオリソース情報の国際的共有・統合に役立つ。



理研哺乳類統合データベース
http://scines.org/db/mammalhttp://scines.org/db/mammal
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本日の話題

講義：理研BRCにおけるマウス関連データベースの紹介

1. BRCマウス系統情報のデータベース

2. マウス表現型解析プロトコルデータベース

3. マウス表現型解析プロトコル比較データベース ～SDOP-DB～

4. マウス表現型データベース ～Pheno-Pub～

5 理研哺乳類統合データベース5. 理研哺乳類統合データベース

実習実習：

ポジショナルキャンディデートクローニングのための
統合検索システム ～ Positional Medline（PosMed）～



Positional Medline （PosMed）：
ポジショナルキャンディデ トクロ ニングのための統合検索システムポジショナルキャンディデートクローニングのための統合検索システム

理研の大規模ENU変異マウス開発プロジェクトでヒト疾患関連
遺伝子の同定に貢献。


