
　「ヒト疾患と対応した	  
マウス表現型リソースデータベース

の活用」	  
	

理化学研究所	  
バイオリソースセンター	  

桝屋啓志	



理研バイオリソースセンター	

生物・医学研究で、「実験材料」として用いられる、生物、	  
細胞、DNA等は、共通利用されることで、知識の蓄積を	  
促進する、科学の発展に不可欠な「資源」です。	  
理研バイオリソースセンターでは、このような生物遺伝資源＝バイオリソースの
収集／提供し、リソースの所在・特性に関する情報環境を整備しています。	

実験動物：	  
マウス系統	

実験植物：	  
シロイヌナズナ	 細胞材料	 DNA	 微生物	

リソース無くして研究無し	  
研究無くしてリソース無し	  

マウス表現型知識化研究開発ユニットでは、情報統合技術を用いて、	  
バイオリソースの情報へのアクセスを改善する研究を行っています。	



•  ヒトに近い哺乳類の実験動物	  =	  疾患モデル動物
としての実績。	  

•  実験動物として100年の歴史の中で、遺伝的背
景の異なる様々な近交系統が作成されている。	  

•  近年の遺伝子改変技術により、さらに多くの変
異体が開発されている。	  

•  全ゲノム解読が終了し、ゲノムの塩基配列情報、
遺伝子および変異の情報、多型情報が利用でき
る。	

実験動物リソース：マウス	



世界の主なマウスリソースセンター	

北米：	

北米：	  
Jackson研究所：　24%	  
MMRRCコンソーシアム（USA	  4施設）：15%	  
	  
ヨーロッパ：	  
EMMAコンソーシアム（EU	  7施設）：	  10%	  
	  
アジア：	  
理研バイオリソースセンター：14%	  
熊本大学CARD：4%	  

理研バイオリソースセンターでは、単独施設では世界第２位の
マウスリソース（約５０００系統）を保有する。	



Federa=on	  of	  Interna=onal	  mouse	  resource	  (FIMRe)	



マウスに関連する主な情報リソース	
•  Mouse	  Genome	  Informa=cs	  (MGI)	  (米Jackson研)	  

hHp://www.informa=cs.jax.org/	  
インターネット以前から続くマウス統合データベース。	  
遺伝子、変異、表現型アノテーション、遺伝子発現などが統合されている。	  
	  

•  Ensembl	  Genome	  Browser	  (欧、EBI）	  
hHp://asia.ensembl.org/Mus_musculus/Info/Index	  
ゲノム情報に基づいて、関連情報を探す際に便利。	  
	  

•  Interna=onal	  Mouse	  Strain	  Resource	  (IMSR)	  (米Jackson研)	  
hHp://www.findmice.org/	  
FIMReが運営する、マウスリソース統合データベース	  
	  

•  理研哺乳類統合データベース	  
hHp://scinets.org/db//mammal	  	  
セマンティックWeb(Open	  Linked	  Data)	  技術を用いて、リソースに関連する情
報を総合的に統合。	  



バイオリソースの検索	

バイオリソースは、どのような生物学的特性を持つかが重要。
様々なデータを収集して、統合DBを作る必要がある。	

理研BRCのマウスリソース	

マウスの持っている変異アレル	  
（アレル＝遺伝子のバリアント）	

遺伝子	

表現型	  
	  
	  
	

寄託者	  

どのように入手可
能？	  

どこの研究施設？	   ゲノムのどこにある？	

関わっている生物プロセス	

遺伝子産物の細胞内
の局在	

遺伝子の機能	



NBDC	  統合化推進プログラム	  
「生命と環境の統合データベース」	



•  テキストマイニング的アプローチ	  
PosMed	  
hHp://database.riken.jp/PosMed/	  
	  

•  セマンティックWebによるアプローチ	  
理研哺乳類統合データベース	  
hHp://scinets.org/db//mammal	  	  
	

理研における	  
マウス・リソース検索へのアプローチ	



PosMed	  
h=p://database.riken.jp/PosMed/	

Yoshida	  Y.	  et	  al	  NAR,	  37,	  w147-‐152,	  (2009)	  	



PosMedでのマウスリソース検索	

検索条件（検索対
象、キーワード）	

検索結果ランキング	 どのような経路で検索されたかを表示	



理研哺乳類統合データベース	  
hHp://scinets.org/db/mammal	  	

Masuya	  et.al.	  NAR,	  39:	  D861-‐D870,	  (2010)	

手段：世界に先駆けて、
上位オントロジーを情
報論理基盤として直接
的に利用したシステム
として実用化する。	  
	

理研のデータベース（9個）、	  
公共データベース（9個）、
オントロジー（9個）	  
	  (885,715	  データ)を統合	

目的：理研内の多様なデー
タベースをモデルケースと
して、標準的な公共情報と
の包括的な統合を試みる。	



上位オントロジーによるデータの結合例	



理研哺乳類統合データベースにおける	  
データベース統合	  

Upper 
Ontology	

Genetic 
Marker	

Allele	

Strain	

Genetic 
Marker in 
mammal	

Allele in 
mammal	

Strain 
resource in 
mammal	

FANTOM 
gene	

MGI	  gene	

MGI allele	

BRC mouse 
strain	

variant_of	

Has_allele	

YAMATO-‐GXO	  Lite	  プロジェクト	
哺乳類統合DBプロジェクト	

Phenotype	
Mammalian 
phenotype	

FANTOM4	  プロジェクト	

MGI	  プロジェクト	

RIKEN	  BRC	  プロジェクト	

Mammalian	  phenotype	  ontology	  プロジェクト	

Gdf5	

Gdf5	

Gdf5Rgsc451	

M100451	

has_MGI	  gene	

rdf:subclassOf	  	
rdf:Property	
rdfs:subPropertyOf	

has_MGI	  gene	  
=variant_of	

ENU-‐induced	  allele	

Experimental 
result	

Result in 
mammal	

Result 
in BRC	

Phenotype	  
result	  for	  	  
M100451	

Instances=	  data	  records	

(個々のデータベース)	(知識構造)	

rdfs:instanceOf	
owl:sameAs	

(統合データベース)	

sameAs	



各データベースに含まれる情報の分類・整理	

Upper	  ontology	

Gene	 Allele	 Strain	 Phenotype	

ENU	  
Allele	

BRC	  
Mouse	  

Cell	   Phenotype	



Databases in RIKEN	
Public databases 
and ontologies	

19	  databases	  and	  9	  ontologies.	
 (885,715	  data	  items)	

哺乳類統合DBに含まれるデータベースおよび
分野別オントロジー	

(ontologies)	



理研哺乳類統合データベースにおける検索	
hHp://scinets.org/db/mammal	  	

検索条件	

ヒットしたカテゴリ
（ピンク）	

検索結果を	  
ドリルダウン	



BRCマウス系統	  
hHp://scinets.org/db/animal	

各項目に対して検索可能	



上位オントロジーによって説明される情報	

YAMATO-‐GXO	  Lite	

con`nuant	

生物	

マウス	

遺伝情報担体	

アレル	

Agent	

人物	 組織	
has_allele	

subclass	  of	

subclass	  of	

subclass	  of	

subclass	  of	

subclass	  of	

subclass	  of	 subclass	  of	

アレル	
遺伝子	

遺伝型	 表現型	

variant_of	

composed_of	

同じ上位オントロジーにつながる他の	  
データベースを通して、生物関連情報は	  
さらにつながっていきます。	  
（理研BASE:	  豊田哲郎先生との共同研究）	



Allele	  Name	

Link	  to	  Gdf5	  gene	  in	  MGI	

Link	  to	  other	  alleles	  in	  MGI	

Detailed	  Phenotype	  
annota`on	  in	  RIKEN	

Image	  (mouse	  over	  to	  
magnify)	

Mutant	  mouse	  conveying	  this	  allele	

Phenotype	  annota`on	  in	  MGI	

Link	  to	  CDT-‐DB	  for	  Gdf5	  gene	  
expression	

Link	  to	  equivalent	  record	  (allele)in	  MGI	



相互連結したデータでWebを知識化	  
Linked	  Open	  Data	  (LOD)	

Linked	  Open	  Data（LOD）は、Webの技術を利用して、計算機が処理しやす
い形式で情報を共有する、新しい仕組み。	

LOD	  クラウド	  
Linked	  together	  
Open	  to	  use	  

Using	  URI	  and	  RDF	   データを公開し	  
共通利用	

データを取得し	  
解析	  

ユースケース:	  
UK	  government	  (data.gov.uk)	  
US	  government	  (data.gov)	  
Linking	  Open	  Drug	  Data	  (LODD)	  
DB	  pedia	  
BBC	  
New	  York	  Times	  



Linking	  Open	  Drug	  Data	  (LODD)	  
h=p://www.w3.org/wiki/HCLSIG/LODD	

Data	  dissemina=on	  
Making	  common	  use	

For	  drug	  discovery	

Data	  collec=on	  
Data	  analysis	

In	  the	  LODD	  project,	  data	  sources	  
about	  drugs,	  tradi`onal	  Chinese	  
medicine,	  clinical	  trials,	  diseases,	  
and	  pharmaceu`cal	  companies	  
were	  added	  to	  the	  Linked	  Data	  
cloud.	  	

Samwald	  M.	  et	  al.	  J	  Cheminform.	  2011	  May	  16:19.	



情報に「自己説明性」を持たせることで統合する	

TSV,	  CSV:	  data	  table	

XML:	  Extensible	  Markup	  
Language	

RDF:	  Resource	  
Descrip`on	  Framework	

OWL:	  Web	  Ontology	  
Language	  	

いわゆる”表”形式データ、各カラムが何を
示すかを共有する	  

タグにより、情報を“マークアップ”	

Web上の情報リソースを区別するための標
準化された仕組みを提供	  
URI:	  Web上で固有のID	  

RDFに基づいて、”世界”を記述しうる標準的
な枠組みを提供。情報同士の相同性、概念
分類、相互関係の記述等	  

ヒ
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(XML-‐based)	

(RDF-‐based)	

「血糖値」のカラムは何を意味するか？	  
=>	  ヒトは理解できる。コンピュータは無理	

コンソーシアムでの情報共有:	  
“<glucose>	  タグを共通利用しましょう”	

コミュニティ間でのデータ利用:	  
<glucose>はWebのどこにあるか？	  

(bo=om-‐up	  approach)	

情報内容を記述:	  
「長さ」とは物理的量。<長さ>と<length>は同
等	  	  
　　　　　　　　　　　　(top-‐down	  approach)	

情報に「自己説明」性を持たせることにより、Web全体を知識化しようとする世界標準技術	

オントロジー	  
ルール	

どのように世界を記述するか＝哲学	  



BioLOD:	  hHp://ja.biolod.org/	

データベース全体のダ
ウンロードが、様々な形
式で可能	



BioSPARQL:	  hHp://ja.biolod.org/	

複雑なLODの検索を、
自在にできるよう支援
するツール	



マウスリソースの申し込み	

理研BRC　Webカタログ	



マウスリソースの申し込み	
hHp://www.brc.riken.jp/lab/animal/	





マウスリソースの申し込み	



マウスリソースの申し込み	



ご清聴ありがとうございました	


