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1. はじめに 

 

このチュートリアルでは、遺伝学的な手法で狭められた染色体区間内に存在する多数の遺

伝子群の中から候補遺伝子を絞り込み、PCR プライマーを設計するまでの流れを、マウスゲ

ノムを例にして説明する。 

 

 

2. マウスゲノムブラウザを開く 

 

ウェブブラウザで、アドレスにhttp://omicspace.riken.jp/db/ と入力してページを開く

と、RIKEN のウェブサイトが表示される。 

 

 

次に、“ 遺伝学 ” をクリックすると PosMedSMが表示される。 

 

 

 

続いて、“Select Interval with OmicBrowse”をクリックすると、PosMedSM にあるマウス

のゲノムブラウザが表示される 

 

注意： 表示にはバージョン 8.0 以上のAdobe Flash Playerが必要である。  
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マウスゲノム全染色体表示画面 

 

 

 

ここでの説明では、Species と Version がそれぞれ、“M.musculus,” “NCBIm36”であるゲ

ノムを例にして説明する。ゲノムのバージョンが異なるとデータベースの内容が異なる。

Species と Version は上記画面左上の選択ボックスを変更することで指定できる。 

 

 

3. ふたつのマーカーに挟まれた染色体区間を表示させる 

 

ゲノムブラウザ上で、ふたつのマーカーに挟まれた区間を検索するために、画面上部にあ

る interval チェックボックスを選択し、さらにマーカーをアクセッション番号で指定する

ために、プルダウンから Accession を選択する。２つのテキストボックスにマーカーのア

クセッションを入力し、Search databases ボタンをクリックする。 
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検索が実行されると、指定された２つのマーカーではさまれた区間が緑色の ▼で表示され

る。ここで、データベース名“Mouse Ensembl Marker 40.36a”をマウスオーバーすると詳

細が表示される。 

 



 

 

 

この緑色の▼のいずれかをクリックすると、当該区間が、ゲノムブラウザに表示される。 

 

 

4. ゲノムブラウザの機能 

 

 

 

(4) 

(5) 

(2)

(1) (3)

(6) 

 

 

(1) Small/LargeBack/Forward ボタンおよびゲノムブラウザに表示できるデータベースの

リストエリア 
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(2) ユーザの特殊なニーズに対応するために準備されている機能ページのリストエリア 

(3) 拡張機能ボタン群とリンク 

(4) 現在選択されている染色体区間に関する情報のエリア 

(5) 機能ボタン群とアノテーション表示エリア. 

(6) 区間内データの詳細表示エリア（上図では、データレコードの数が多いため、ヒストグ

ラム表示になっている）データには、遺伝子、cDNA,、CAGE タグ、マーカー、タンパク

質、SNPs や、その他データセットとして表示されるオミック情報が含まれる。 

 

ゲノムブラウザの使い方の詳細については、オミックブラウズユーザマニュアル(3-1. ゲ

ノムブラウザ http://omicspace.riken.jp/HelpOmicBrowse/ )に記載されている。 

 

5. キーワードによる区間内候補遺伝子の絞込み 

 

染色体区間にある多数のデータレコード（遺伝子等）の中から、目的の遺伝子のみを絞り

込む も簡単な方法は、フィルター機能である。フィルター機能とは、当該区間内にある

データレコードの中から、アノテーションにキーワードを含むもののみを選び出して、そ

の詳細をエリア(6)に表示させる機能である。 

フィルターの使い方は、エリア③のテキストボックス内にキーワードを入力し、 を押す。

下図では、 diabetes OR insulin をキーワードとして指定している（下記の注意参照） 

 

注:  さらに複雑な条件式を指定するには、 AND (大文字)、OR 
(大文字)、フレーズをくくる二重引用符、括弧などが使用可能

である。この規則については後述の PosMedSMキーワードルー

ルのセクション 9. 検索条件を指定する に準ずる。 

 

 

当該区間内において、フィルターとして入力したキーワードをアノテーションに持つ遺伝

子のみが、画面に表示される。マウスオーバーすることにより、その遺伝子のアノテーシ

ョンがエリア(5)に表示される。ヒット遺伝子を拡大して見たいときは、マウス左ボタンを

押しながらのドラッグで拡大したい領域付近を選択するか、又は、マウス右ボタンでメニ

ューを開き、拡大を選択する。
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Select this interval は現在選択している遺

伝子の範囲に合わせて、ゲノムブラウザの

表領域を変更する機能である。別ウインド

ウとしてゲノムブラウザを開きたい場合は

Open new window を選択する。また、塩基

配列情報を表示させたい場合は、Open text 
window を選択する。 
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6. PosMedSMを活用したより高度な候補遺伝子検索 

 

前述のフィルター機能では、各遺伝子のアノテーション内にキーワードが直接記載されて

いないと検出できないという欠点がある。そこで次に、PosMedSMを使って、文献データから

推論的に示唆される遺伝子を選ぶ方法を紹介する。PosMedSMは我々がオリジナルに開発した

「推論型フルテキストサーチ機能」を備えた次世代のデータベースシステムである。この

PosMedSMは、ユーザが入力した任意のキーワードを使って、まず、ドキュメントデータベー

ス（MEDLINE アブストラクトなどを含む）を全文検索し、ヒットしたドキュメントの中に、

統計的に有意に含まれている遺伝子名があるかどうかを、遺伝子名ごとの検定（Fisher の

exact test）で見つけ出し、有意なもの（Ｐ値の小さいもの）からランキングリストを作

成する。さらに、ユーザが染色体領域を限定していた場合は、その中に含まれるものだけ

をランキングして表示する（つまり、「キーワード → 遺伝子Ａ → 染色体領域」という繋

がりを探索する）。 

 

さらにこの探索と平行して、PosMedSMは遺伝子－遺伝子間の関連性情報を使った推論も自動

的に行い、ネットワーク的な繋がり「キーワード → 遺伝子Ｂ → 遺伝子Ｃ → 染色体領

域」で条件に合うものも探し出して、総合的にランキングする。PosMedSMに登録されている

関連性情報には、その他生体相互作用（細胞－遺伝子、代謝物－遺伝子、変異マウス－遺

伝子、薬物－遺伝子、疾病－遺伝子、タンパク質間相互作用やオルソログ情報等）も含ま

れており、任意のキーワードを使って「機能」と「遺伝子」を結びつけられる強力なツー

ルである。また、PosMedSM を使ってヒト、マウス遺伝子、薬物、疾病、MEDLINE and OMIM

などのドキュメントセットの探索も可能である。 

 

PosMed の検索を実行するには、画面上部に表示されるサーチボックス（下図）にキーワー

ドを入力し Search ボタンを押せばよい。 

PosMed の Search ボタン 

 

便利機能１： 上述のゲノムブラウザ（OmicBrowse）のフィルターに入力されたキーワー

ドは自動的に PosMed のサーチボックスにも反映される（下図）。 
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便利機能２： OmicBrowseで選んだゲノム区間は自動的にPosMed system上のゲノム区間も

反映される。（下図および 9. 検索条件を指定する 参照。) 
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上述の PosMed のサーチボックスが表示されていない場合は、OmicBrowse 画面の左下にある

“Expert’s set”からリンクしてある“PosMed (Positional Medline)”を選択すること

ができる。 

 

 

PosMedSM を開いたときの検索結果 

  

ゲノムブラウザのリンク先 

検索条件 

条件表示 

候補遺伝子リスト 

 

検索結果は、“diabetes OR insulin”というキーワードで別ウィンドウに表示される。 



7. 候補遺伝子とキーワードの関係性を理解する 

7-1. 表示モードが“Simple Mode”のときに表示される関係性 

 

 

(5) 

(3) 
(4) 

(2) 
(1) 

順位 遺伝子シンボルと名前 

 

(1) から (5)までの順位はキーワード（下）から遺伝子（上）の関係パスを表示。 

 

(1) キーワードアイコンはキーワードエントリーボックスに入れたキーワードを表示。 
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(2) 矢印はキーワードと遺伝子の関係性を表し、統計的な有意性 P値も表示。 

 キーワードと Akt1 が両方記載されている文献の数 

(3) キーワードと Inpp5d を間接的に結び付けている Akt1 に関する表示 

 

(4) 矢印は Akt1 と Inpp5d の関係性を表し、統計的な有意性 P値も表示。 

 

遺伝子が記載されている文献の数 

両方の遺伝子が記載されている文献の数

(5) Inpp5d は検索条件として指定された区間内に存在するため、 終的なヒット遺伝子と

して提示されている。 

遺伝子シンボル 

遺伝子が記載さ

れている文献数 

遺伝子の位置情報。

クリックすると、ゲ

ノムブラウザにリン

クする。 

総合的な P 値 MGIデータベースへの

リンク 

 

 

 

 
遺伝子発現の開始点タ

グ情報（CAGE デー

タ）を表示するリンク

 

 

 

7-2. 表示モードが“Tree mode”のときに表示される関係性 

上述の“Simple Mode”とほぼ同じで、階層状にキーワード（下）から遺伝子（上）の関係

パスが示されている。 
 
 
 



7-3. 表示モードが“Graph mode”のときに表示される関係性 

グラフモードでは、それぞれの結果はキーワード（右）から遺伝子（左）の検索過程で表

示される。 
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8. ヒット結果の詳細を閲覧する 

 

 (4) (3)(2)

Inpp5dが記載さ

れている文献数 

(1) 

遺伝子シンボルと名前 ランキング順位 

Akt1 が記載されてい

る文献数 
両方の遺伝子が記載さ

れている文献数 

検索条件に適合するヒット遺伝子（灰色の背景色）

(1) 遺伝子(Inpp5d)とキーワード(diabetes OR insulin の)間の関係性 

(1)の遺伝子をクリックした場合は、キーワードから当該遺伝子に繋がる様々な推論経路が

表示される。 

 



(2) 遺伝子(lnpp5d)と遺伝子(Akt1)の間の関係性 

(2)をクリックした場合は、両方の遺伝子が記載されている文献のダイジェストが表示され

る。 

文献のダイジェスト表示では、遺伝子名とキーワードはそれぞれ水色（lnpp5d）、薄緑色(Akt 

1)と赤色(diabetes or insulin)で色分けされ、他の遺伝子等は灰色で表示される。初期表

示ではキーワードを含む文献が上位に表示されている。文献番号をクリックすると文献の

オリジナルサイトへと移動する。 

 

ヒット遺伝子と関連分子情報表示タブ  

 

ヒット文献情報表示タブ 
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 関連分子と疾病の表示エリア 文献の表示エリア 
 

 

 

 

 

 



(2)-1. ヒット遺伝子と関連分子情報表示タブ 
ヒット遺伝子(Inpp5d)と関連分子(Akt1)、及びそれらの関係性(Relation)を表示する。タブ

をクリックすると、それぞれの詳細情報を表示し、下部の“関連分子と疾病の表示エリア”

と“文献の表示エリア”の情報も切り替わる。（以下は、Inpp5d と Akt1 の関係性情報から

Akt1 のみの情報への切り替えた場合） 
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(2)-2. ヒット文献情報表示タブ 
各文献セットにおいてヒットした文献数が示されており、特にキーワードを含んでいる文

献数は赤でハイライトされている。初期設定では、全文献セット(all)が表示されている。マ

ウスの場合、変異マウス、MEDLINE、HGNC の遺伝子アノテーション、HPRD のタンパク質間

相互作用情報が推論検索に使われている。 
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タブをクリックすると、各文献セットでのヒット状況がダイジェストで表示される。 
（以下は、全文献セットから変異マウスの文献セットに切り替えた場合） 
 

 

 

 



(2)-3. 関連分子と疾病の表示エリア 

現在選択されている Inpp5d の他関連分子や疾病などが左の黄色のエリアにリスト表示され

る。文献中にキーワードが含まれている場合は、ヒットアイコン も表示される。例えば

Pik3r1 のアイコンをクリックすると、文献の表示エリアに関係性、キーワード（diabetes あ

るいは insulin)を含む文献のダイジェスト、遺伝子名 (lnpp5d 等)や関連遺伝子(例えば 

Pik3r1, PI3K 等.) などが表示される。

 

 

初に上位 50 の関連分子や疾患が表

示される。その後、プルダウンメニュ

ーから特定のカテゴリを選択して表

示させることができる。（例えば、代

謝物 Metabolite） 
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 “Find”ボタンをクリックするとキーワ

ード検索ボックスが表示される。キー

ワードを入力して go ボタンを押すと、

Inpp5d の関連遺伝子や関連疾患の中

から、そのキーワードを名称に含むも

のだけが表示される。 
 

 

 



(2)-4. 文献表示エリア 

文献の表示エリアには、目的の文献を見つけるための便利な機能として、show” プルダウ

ンメニュー、“order by” プルダウンメニュー、 “year” プルダウンメニューや 

“Find.”ボタンが付いている。 

 

 
- 15 - 

June 20th, 2007                                     Copyright © 2005-2007, RIKEN. 

 

各 年 に 報 告 さ れ た

Inpp5d に関する論文数。

赤色はキーワードを含む

論文数の頻度 

 

“keyword” プルダウンメニューを使いキーワードあるいは生物学用語を選ぶことでヒッ

ト文献の表示列を変更することができる。初期表示ではキーワードである“diabetes OR 

insulin”が赤でハイライトされているが、“enzymatic”を選択すると酵素に関する用語

（例えば hydrolyze) がハイライトされこれを含む文献が上位に上がる。 

 

 

 

文献の出版年は“year” プルダウンメニューで絞り込むことができる。1998
年から現在、または出版年不明を選択できる。初期設定は”all”となっている。

 

 
“show” プルダウンメニューには 2 つのモードがある。初期設定はダイジェ

ストモードに設定されてあり、キーワードや生体を含む 小限のセンテンス

が表示される。もうひとつはテキスト全文を表示する all モードである。  



 

 

 

 

“download”ボタンをクリックすると、ヒットした全文献のリストをダウンロードするこ

とができる。リストには、PubMed の ID、タイトル、ジャーナル名、出版年、オリジナルサ

イトへのリンク情報が記載されている。 

 

“Find”アイコンをクリックするとキーワード検索ボックスが表示される。go ボタンをク

リックすると、ハイライトされているキーワード（例えば lipid）を含む文献が上位に来る。 

 

 “relevance”を選択すると、キーワード(diabetes or insulin)を多く含む文献が上位に上がる。ま

た、“recency”を選択するとより新しい文献が上位に表示される。 

“order by” プルダウンメニューによって、ヒット文献の表示順序を変更す

ることができる。初期設定は“fact”になっており、遺伝子に関する関係性を

端的に表すファクトこの場合、SHIP1 (lnpp5d)、PI3K (Pik3r1)が表示される。

 

(3) 遺伝子(Akt1)に関連する遺伝子群との関係性 

 

(3) の遺伝子 (Akt1)をクリックした場合、遺伝子に関連する遺伝子との関係性がリスト表

示される。 

 

 

 
- 16 - 

June 20th, 2007                                     Copyright © 2005-2007, RIKEN. 



(4) 遺伝子(Akt1) とキーワード(diabetes OR insulin)の関係性  

 

(4)のキーワードアイコンをクリックした場合、キーワードと遺伝子(Akt1)が両方記載され

ている文献のダイジェストが表示される。ドキュメントダイジェスト表示では、遺伝子名

とキーワードは、それぞれ薄緑色(Akt1)と赤色(diabetes or insulin)で色分われて表示さ

れる。初期画面の順序ではキーワードを含む文献が上位に来る。文献番号をクリックする

と文献のオリジナルサイトへリンクする。 

 

 

文献中に存在する他の遺伝子は灰色で、(GLUT4)のように表示される。Akt1 の関連分子は左

の黄色の表示エリアにリスト表示される。そのアイコンをクリックすると Akt1 との関係性

が表示され、さらに関連する他の遺伝子などをたぐっていくことができる。 
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9. 検索条件を指定する 

検索条件セクションには下記のようなプルダウンメニューとエントリーボックスがある。 
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(1)

などの項目が

る。検索対象に従って、前回記載された各検索ツールが表示される。 

(2)

文字)、WHERE (大文字)などを使ってさ

に複雑な条件式を指定することができる。 

Keywo enome Br system 

キーワード書式 ゲノムブラウザ PosMedSM 

 

 

 

 検索対象プルダウンメニュー 

メニューには、任意、遺伝子、代謝物、薬物、細胞、変異体、文献セット

あ

 

 キーワードエントリーボックス 

PosMedSM は、OR (大文字)、AND (大文字)、括弧、フレーズをくくる二重引用符、 ワイ

ルドカード (アスタリスクや疑問符)、NOT (大

ら

 

rd format in the G owser & PosMedSM 

和集合演算子 OR (大文字) 

積集合演算子 AND (大文字) 

括弧式 Available 

フレーズの指定 

e.g.  

group with “ ” 

“retinitis pigmentosa”

スペースの扱い as or “AND” operat

* (asterisk) 

e.g. diabet* matc , diabetic, etc. hes diabetes

 

ワイルドカード 

e.g. ppar? matc g, ppard, etc 

? (疑問符) 

hes ppara, ppar

ブール演算子 

e.g. diabetes NOT “

NOT (大文字) 

type 1” 

サブクエリ  

e.g. plant WHERE synapse 

WHERE (caps)# 

 

注： PosMed で“plant WHERE synapse”でマウス遺伝子を検索すると、 初に“synapse”

に関係する遺伝子を絞り込み、そこからさらに“plant”と関係する遺伝子のみが絞り込ま

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(8)(7) 

(9) (10) (11) (12)
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む文献を 初に検索し、そこに関係づけられている遺伝子を絞り込むことがで

き

ンから

synapse”を選択することで、“synapse”と書く遺伝子の関係性を表示できる。 

) 検索実行ボタン 

るボタン。初期設定は 4 年。このボタンは下記の(5)のメニュ

) 上記(4)のボタンで絞り込む年数を指定できる (2 年から 9年の入力が可能) 

) １ページに表示させるヒット数 (5, 10, 20, 50, 100, 200,500 が入力可能) 

(7) 

ニュー項目は any、マウス、ヒト。 

(8)  

 ２つの染色体区間のそれぞれに属する２つの遺伝子の関係を

で指定 

ltiple accessions” ２つの ID 群のそれぞれに属する２つの遺伝子の関係を調べ

体区間に属する遺伝子と指

された ID 群の遺伝子の関係をキーワードで絞り込む。 

(9)

表示される。クリックすると OmicBrowse を使って染色体区

間を選ぶことができる。 

(10) 塩基位置入力ボックス 

れる。（これに対し、“plant AND synapse”をキーワードに用いた場合は、“plant”と“synapse”

の両方を含

る。） 

表示では“plant”との関係性が優先的に表示されるが、キーワードのプルダウ

“

 

(3

 

(4) 特定の年数で検索実行す

ーとリンクしている。 

(5

 

(6

 

Species プルダウンメニュー 

メ

 

検索条件プルダウンメニュー

可能な条件として 

“none” 条件なし 

“genomic interval” 染色体区間を条件に課す 

“multiple intervals”

キーワードで絞り込む 

“genomic interval (band)” 上記染色体区間を条件バンド名で指定 

“multiple intervals (band)” 上記２つの染色体区間をバンド名

“accessions” 指定された ID 群の遺伝子のなかから検索する 

“mu

る 

“genomic interval and accessions.” 指定された染色

定

 

 Select Interval with OmicBrowse ボタン 

(8)の段階で、条件として“genomic interval” あるいは “multiple intervals,”を

選んだ場合にこのボタンが

 

- [1]. 染色体プルダウンメニューと

- [2]. アクセション入力ボックス 
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c interval and accessions” を選

だ場合は、 [1] と [2] が同時に表示される。 

1) ゲノムバージョン指定プルダウンメニュー 

プルダウンメニューのリセットと塩基対のエントリーの消去を行うクリ

アボタン。 

表示条件を指定す

 

(1)

”ボタンをクリックする

 

 

) ヒット数および検索に要した時間 

(8)の段階で、条件として “genomic interval” あるいは “multiple intervals” を

選んだ場合、この部分は[1] to specify genomic interval(s)と表示される。 

“accession” あるいは“multiple accessions”を選んだ場合、この部分は[2] to 

enter accessions と表示される。さらに、“genomi

ん

 

(1

 

(12) 染色体の

 

10. る 

 

 

 

 

 すべてのヒットリストを表示させるボタン 

このボタンをクリックするとヒットした遺伝子のリストが表示される。ヒットした遺伝

子のいくつかにチェックをつけ、“set as target”ボタンをクリックすると次の検索

対象の遺伝子として指定することができる。また、“download

とエクセルファイルとしてダウンロードすることができる。

 

(2

 

(3) 検索経路表示モードプルダウンメニューと経路リスト 

- シンプルモード : 検索に用いる文献の種類を指定できる。 

(3)(2) (1) 

(4) (5) (6) 



 
- 21 - 

June 20th, 2007                                     Copyright © 2005-2007, RIKEN. 

をしていできる。推

 

1)のダウンロードと同様) 

ジへのリンク 

ぞれの結果は、キーワード（下）から遺伝子（上）方向に検索経路を表示される。 

 

- “Tree”表示モードでも、“Simple”同様に、検索経路が下から上方向に表示される。 

 

 

 

- エキスパートモード : 推論経路ごとに推論に用いる文献の種類

論の重みづけも strong, weak, none の３種類を指定できる。 

 

(4) ヒットしたものすべてをダウンロードするボタン((

(5) ページ入力ボックスと次（前）ペー

(6) 検索結果表示モード（７に記載） 

- “Simple”表示モードでは、検索結果のリストが 小限の情報で表示される。それ

 

 

- “Graph”表示モードでは、検索結果のリストが詳細な情報で表示される。それぞれ

の結果は、キーワード（右）から遺伝子（左）方向に検索経路を表示している。 



11. 候補遺伝子周辺のCAGE データの閲覧 

 

PosMedSM.のヒットリストからCAGE (Cap Analysis Gene Expression)をクリックしてゲノム

ブラウザを開く。CAGE データの詳細を閲覧する方法は、OmicBrowseユーザーマニュアル

(3-7. CAGE data)で説明してある。 

 

 検索経路“Simple”モードの表示画面（下図参照） 

 

 

 検索経路“Graph”モードの表示画面（下図参照） 

 

 

ウインドウを開けると、選択された遺伝子がゲノムブラウザで表示され、その下に遺伝子

の CAGE データが表示される。 
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PosMedSM で選択された遺伝子は 
FANTOM3 データとして表示さ

れる 

各細胞の CAGE tag データ

 

 

http://omicspace.riken.jp/HelpOmicBrowse/browseCAGE.html


SNP と遺伝子の関係を見やすく閲覧するには余計な情報が表示されていない方がよい。そう

するには、画面左下にある Expert’s database list から dbSNP をクリックするだけで、

Ensembl gene と SNP 情報だけを表示させることができる。このように特定目的の解析に便

利なデータベースの組み合わせがこのリストには登録されている。むろん、この組み合わ

せを表示させることは、画面左上にある database list の各チェックボックスを選択しな

おすことでも実現できるが、この dbSNP をクリックするだけのワンタッチ操作なので便利

である。 

 

 

 

上記の操作により、SNP と遺伝子の位置関係がゲノムブラウザにわかりやすく表示される。

さらにこれを塩基配列レベルで確認するには、任意の遺伝子をマウスで左クリックして、

遺伝子情報の表示オプションウィンドウを開き、Open text window を選択する。 

 

 

Open text window を選択すると別ウインドウで塩基配列ビューが表示され、SNPの位置が

塩基レベルで確認できる。塩基配列ビューの検索の詳細については、OmicBrowse user 

manual. (4-1. Sequence Viewer)で説明されている。 
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http://omicspace.riken.jp/HelpOmicBrowse/seqViewer.html


 

 

 

12. PCRプライマーをデザインする 

 

別ウインドウで表示された塩基配列ビューの Analytical mode を下記のように、Design 

Primers Covering Exons に選択する。 
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すると、Primer3 のデザイン画面が表示され、選択された遺伝子に対応する区間の配列が自

動的に入力される。そして、ゲノムブラウザ上の当該遺伝子がテーブル内にリスト表示さ

れる。 
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テーブル内の遺伝子をチェックすると、遺伝子内に存在するエクソンが自動的にチェック

された状態で表示される。ここでチェックされている領域をカバーするようにプライマー

が設計されるので、必要に応じてチェックの追加や解除を行なうこと。 

 



 

 

指定区間内にエクソンが 10 個以上ある場合は、初期状態で 大 10 個まで自動的にチェッ

クされるようになっている。これは領域があまり多いとプライマーの設計に時間がかかる

からである。領域が多い場合は何回かに分けて設計を実行すると良い。 

その他のデザイン条件を指定して、画面の一番下にあるPick Primersをクリックしてプロ

グラムを実行すると、プライマー配列を得ることができる。プライマーのデザインの詳細

についてはOmicBrowseユーザーマニュアル(4-2. Designing Primers)で説明されている。 
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http://omicspace.riken.jp/HelpOmicBrowse/desPrimers.html
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