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が十分に享受できるような新しい情報基盤開発が望まれ

る。

　当ユニットでは、オントロジーおよびセマンティック

Web技術に基づいて、遺伝子、タンパク質、細胞、個

体等の多様なバイオリソースを関連づけ、これらに関連

する付随情報を自由に追加でき、 さらに全ての情報を統

合して推論検索を可能にするような情報基盤開発を行っ

ている。

　ゲノム研究の進展によりマウスを用いた大規模な突然

変異プロジェクトが様々な形で行われるようになった。

さらに近年では、大規模表現型解析プラットフォームを

用いて、形態、感覚器、行動、病理などの表現型を様々

な機能的側面からあらかじめ評価しておき、個別研究に

役立てようとする動きも高まっている。これにはさら

にイメージング等の新規技術の導入も見込まれる。この

ようなマウス変異リソース高度化のメリットをユーザー
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職員とメンバー構成

1. バイオメディカル分野に最適化された情報フレームワーク開発

2. マウス表現型および表現型関連データベース開発

ユニットリーダー 桝屋　啓志（平成 20年 4月～）

開発研究員 田中　信彦（平成 20年 6月～）

テクニカルスタッフ I 脇　　和規（平成 20年 6月～）

派遣 渡口　清太（平成 20年 4月～） 

 入沢　幸代（平成 20年 4月～）

 宮城　　哲（平成 20年 4月～）　

宮城、渡口、入沢

田中、桝屋ユニットリーダー、脇

[～平成 20年 3月：城石連携研究グループ、平成 20年 4月～：現チーム ]
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年次計画と成果

1. バイオメディカル分野に最適化された論理的
な情報基盤開発

（1）実験遺伝学における普遍的な情報フレームワーク

開発

　近年、マウス変異体関連情報は、標準化された解析基

盤によって得られる表現型データおよび標準化の評価情

報、その他関連情報など、多様な情報を統合して表現さ

れるべきものへと変容している。このように複雑化し

た情報を提示するための次世代の情報基盤としてW3C

（World Wide Web Consortium）の提唱するセマンティッ

クウェブ技術が生物学分野でも受け入れられはじめてい

る。この技術上で正しく情報を提示するためには、論理

的に正しい情報フレームワークが欠かせない。しかしな

がら、生物分野では、バイオリソースとその表現型、ま

た、解析基盤とその結果情報等、広範囲を正しくカバー

できるような情報フレームワークは未だ提示されていな

い。オープンなオントロジー開発者コミュニティである

Open Biomedical Ontology (OBO: http://www.obofoundry.

org/)のウェブサイトには 60を超えるオントロジーが投

稿されており、情報フレームワークとして機能すること

を期待されているものの、生物学分野で用いられる概念

間の関係を緻密に示したオントロジーはまだ少なく、さ

らに本質的な問題として、多くの分野特異的オントロ

ジー（ドメインオントロジー）の構築のコンセプトおよ

び各概念の解釈が全て独自で互換性に乏しいことが挙げ

られる。例えば OBOウェブサイトにリストされるオン

トロジーでは「遺伝子（Gene）」という概念を含むオン

トロジーは４つのみである。これらの「遺伝子」がどの

ような上位概念に属するかを見てみると、全てまちまち

であり、それぞれ遺伝子という概念あるいは遺伝子情報

の利用法の一面は示しているものの、実体としての分

子から、後に述べる抽象的概念にいたる統合的な解釈は

なされていない。このままでは、これらのオントロジー

を発展させても標準的な情報構造モデルとすることが困

難であるばかりか、本来の用途であるアノテーションで

も、同時に使用した場合に各概念の意味および概念間の

関係性などの情報の精度の著しい低下をもたらす恐れが

ある。

　本課題では、大阪大学産業科学研究所 知能システム

科学部門 知識システム研究分野、溝口理一郎教授との

共同研究により、哲学的な考察に基づいて上位オントロ

ジーの下に実験遺伝学で重要な概念を定義し、それぞれ

の関係性を明確に記述することで、実験遺伝学世界のモ

デル化を試み、さらに、この基盤を用いて、多様な情報

の組み合わせによって表現される高度な情報、すなわち、

特定の遺伝子の転写に関わる分子群やアリルからもたら

される表現型を特定の表現型解析プロトコルによって解

析する実験等の事象に対して、詳細かつ正確なデータ記

述が可能であることを確認しつつある。この研究は、生

物学における普遍的なデータモデル開発にセマンティク

ス面からの根拠を与えるものとして、今後のバイオイン

フォマティクス分野に大きく貢献すると考えている。

（2）実験プロトコルを正しく示す情報フレームワーク

開発

　バイオリソースの高度化は、高度化のプロセスとして

の高次管理あるいは環境因子としての飼育管理、表現型

解析等の様々な「プロトコル」により実現され、高度化

されたリソースを正しく表現する場合には、そのプロト

コルの表現が不可欠である。1-（1）の研究により示さ

れた実験遺伝学の情報フレームワークの実験プロトコル

記述部分をさらに詳細に検討し、実用的かつ高機能なプ

ロトコルデータベースのための情報基盤の開発を開始し

た。また、Standardized Description of Operation Procedure 

(SDOP)の書式による行動解析プロトコルの収集を開始

し、SDOPホームページの日本語対応化作業も行った。

今後はセマンティックWeb技術によるテンプレート作

製を行う予定である。

2. マウス表現型および表現型関連データベース
開発

（1）既存技術による標準作業手順書公開（マウス表現

型解析開発チームとの共同研究）

　マウス表現型解析開発チームで行うマウスクリニック

システムでは、標準作業手順書の公開が必須であり、第

１段階として、文書形式の標準作業手順書公開を行う

必要がある。本ユニットでは、SOP-ML形式で公開して

いる標準作業手順書ウェブサイト（http://www.brc.riken.

jp/lab/gsc/mouse/SOPs/）を拡張し、マウス表現型解析開

発チーム標準作業手順書を公開できるよう改変を開始し

た。ここで収集したプロトコルは、SDOPおよび実験プ

ロトコルの情報フレームワーク開発に用いることが可能

である。これらの内容は、新しく構築するマウス表現型

知識化研究開発ユニットホームページ（http://www.brc.

riken.jp/lab/bpmp/）にて公開予定である。
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Taylor C.F., Field D., Sansone S-A., Aerts J., Apweiler R., 

Ashburner M., Ball C.A., Binz P-A., Bogue M., Booth 

T., Brazma A., Brinkman R.R., Clark A.M., Deutsch 

E.W., Fiehn O., Fostel J., Ghazal P., Gibson F., Gray 

T., Grimes G., Hancock J.M., Hardy N.W., Hermjakob 

H., Julian R.K., Kane M., Kettner C., Kinsinger C., 

Kolker E., Kuiper M., Novère N., Leebens-Mack J., 

Lewis S.E., Lord P., Mallon A-M., arthandan N., Masuya 

H., McNally R., Mehrle A., Morrison N., Orchard S., 

Quackenbush J., Reecy J.M., Robertson D.G., Rocca-

Serra P., Rodriguez H., Rosenfelder H., Santoyo-Lopez 

J., Scheuermann R.H., Schober D., Smith B., Snape 

研究発表（誌上発表）

1.

【原著論文】* は査読制度がある論文誌

（2）マウス表現型数値公開データベース構築（マウス

表現型解析開発チームとの共同研究）

　マウス表現型解析開発チームで行うマウスクリニック

システムでは、表現型解析プラットフォームによる変異

マウスのデータ収集を行う。このデータ収集はMUSDB

を用いて行い、ここから出力された個体毎のデータに関

して、系統あるいは遺伝子型毎の遺伝子変異と表現型の

関連性について統計解析を行い、Web上に公開する予

定となっている。マウス表現型解析は、国際的な連携に

より、全世界の実験用マウスの表現型カタログを作成す

る目的もある。従って、マウス表現型解析開発チームは

もとより、表現型解析を行う研究者間で連携を行いつつ

データを公開することが可能なシステムとして、マウス

表現型数値公開データベース構築を開始した。

（3）新規 ENU変異データベース開発（新規変異マウス

開発研究チームとの共同研究）

　新規変異マウス開発研究チームにて収集を行う塩

基置換型の突然変異のデータを、理研 Semantic Web 

Systemを用いて格納するデータベースシステムの構築

を開始した。変異アリルでは、公開されているオント

ロジー Sequence Ontology (SO)等により変異のアノテー

ションを行い、遺伝子に関してはMGI（Mouse Genome 

Informatics　http://www.informatics.jax.org/）の遺伝子リ

ストとのリンクを設ける予定である。

EUMODIC (EU)
MGI (USA)

BRC 2

J., Stoeckert C.J., Tipton K., Sterk P., Untergasser A.,  

Vandesompele J., Wiemann S.: Promoting Coherent 

Minimum Reporting Requirements for Biological and 

Biomedical Investigations: The MIBBI Project, Nature 

Biotechnology, 26:889-896 (2008).*

Kaminuma E., Masuya H., Miura I., Motegi H., 

Takahashi K., Nakazawa M., Matsui M., Gondo Y., 

Noda T., Shiroishi T., Wakana S., Toyoda T.: “Objective 

evaluation measures of marker selection in large-

scale SNP genotyping.” Journal of Bioinformatics and 

Computational Biology 6, 905-917 (2008). *

2.

マウス表現型関連情報の統合
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研究発表（学会発表）

Masuya H.: “Development of an ontological framework 

to describe experimental procedures, experimental results 

and phenotypes.” CASIMIR/Interphenome Workshop on 

Describing and Reporting Phenotypes, Cambrdge, Sep. 

15-16 (2008).

1.

【国際会議】

権藤 洋一 , 若菜 茂晴 , 桝屋 啓志： “世界に広がる

ミュータントマウス大規模プロジェクトの最新動

向 ”, 実験医学 , 羊土社 , 26 (13): 2130-2135 (2008).
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