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16:00 - 16:10  はじめに

   片山 俊明（東大医科研ヒトゲノム解析センター）

16:10 - 16:25 E-Cell 3D: 細胞シミュレーションの三次元可視化

  荒川 和晴（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

16:25 - 16:40 Cytoscape: 複雑ネットワーク可視化と解析のためのプラットフォーム

  大野 圭一朗（UCSD生物工学部　統合ネットワーク生物学研究室）

16:40 - 16:55 マイクロアレイデータの転写調節ネットワーク上での3D階層的可視化環境HierNet3D（仮称）

  石渡 龍輔 1, 森岡 勝樹 2, 荻島 創一 1*, 田中 博 1,2
  1) 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生命情報学
  2) 東京医科歯科大学 大学院 疾患生命科学研究部 システム情報生物学

16:55 - 17:10 バーチャルリアリティ技術を用いた遺伝子発現量情報の可視化

  西村 邦裕（東京大学大学院情報理工学研究科）

17:10 - 17:15 蛋白質の局所凹凸形状の抽出結果の可視化

  西山 慧子，伊藤 貴之（お茶の水女子大学大学院）

17:15 - 17:20 「十二単ビュー」による薬物情報の可視化

  山澤 舞子 1, 伊藤 貴之 1, 山下 富義 2
  1) お茶の水女子大学大学院
  2) 京都大学大学院

17:20 - 17:25 GOMA: 複雑な遺伝子オントロジーの分かりやすい表示
  水谷 枝理子，瀬々 潤（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科理学専攻情報科学コース）

17:25 - 17:30 コドン表の可視化技法
  中尾 光輝（財団法人　かずさディー・エヌ・エー研究所）

17:30 - 17:35 インタラクトーム統合解析プラットフォームeXpanda 2
  中村 浩之（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

17:35 - 17:40 KEGG グローバルマップと着せ替えラベル
  片山 俊明 1, 奥田 修二郎 2
  1) 東大医科研ヒトゲノム解析センター
  2) 京大化研バイオインフォマティクスセンター

17:40 - 17:50  おわりに
   荒川 和晴（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

プログラム

Apple Store Ginza 

今回は、アップル社のご
厚意で「アップルストア
銀座」を会場としてお借
りすることができまし
た。この場を借りて感謝
いたします。
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第７回オープンバイオ研究会 in アップルストア銀座
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バイオ研究とMacOS X
優れたインタフェースとUNIXが魅力

ここ数年、開発環境としての使いやすさ、アプ
リケーションの使いやすさや美しさから、Mac 
OS X を利用しているバイオインフォマティクス
の研究者が増えてきているように思います。
iLifeやiWorkなどのアプリケーションに加えて
Mic ro so f t Officeが使え、必要であれば
ParallelsやBootCampによりWindowsも共存さ
せられる環境。そして、ターミナルを開けば開
発者にとっては必須とも言える UNIX が使える
だけでなく、Xcode や Quartz Composer の
ような先進的な開発環境が標準装備されている
ことなどが支持されているのでしょう。　ま

た、アップル社はMacOS Xの基盤となる
DarwinカーネルやSafariを支えるWebKitなど
のソースコードを積極的に公開し、MacOS Xで
はEmacsやPerlやRubyなどをはじめとする数多
くのフリーソフトウェアも効果的に活用されて
おり、「オープン」なソフトウェアの観点から
もアップル社のさまざまな試みは興味深いもの
です。もちろん、今回の特集である「ビジュア
ライゼーション」においてMacOS Xが特に適し
ていることは言うまでもないでしょう。
　今回、以上のような経緯もあり、アップル社
の厚意で「アップルストア銀座」を会場としてお
借りすることができました。この場を借りて感
謝いたします。

ご紹介とご挨拶：

オープンバイオ研究会とは

　2003年４月、ヒトゲノム配列の解読完了
が６カ国の首脳により共同宣言されたことは
記憶に新しいのではないかと思います。生命
の設計図であるゲノムを解析することは、生
命の歴史を解明し、また病気などを克服する
ために欠かせません。一方で、ゲノムのよう
な大量の情報を解析するためにはコンピュー
タを用いた情報処理が不可欠であり、近年急
速に発展しているバイオインフォマティクス
（生物情報学）が重要な技術として期待され
ています。このバイオインフォマティクス研
究のためには適したソフトウェアが必要なた
め、世界中でさまざまなソフトウェアが開発
されてきています。
　海外では、BioPerl, Biopython, BioJava, 
EMBOSS などのバイオインフォマティクス
用ソフトウェア開発プロジェクトを円滑に推
進するために Open Bio Foundation (OBF) 
が重要な役割を果たしており、これらのソフ
トウェアを含む数多くのオープンソースソフ
トウェアがアカデミック／コマーシャルを問
わず広く使われています。しかし、国内では
これらのプロジェクトに関わっている開発者
が少ないことや、日本語ドキュメントの不足
からか、まだ十分には活用されていません
し、国際的にも貢献が足りない状況です。こ
の研究会では、以下のような活動を通じて
「オープンバイオ」の国内での普及をはか
り、海外へも成果をフィードバックできるよ
うなコミュニティを形成していきたいと思い
ます。
ミーティングイベント
情報交換と交流のための研究会を開催
ユーザ向けチュートリアルの開催
開発者向け開発ミーティングの開催
ドキュメントのレポジトリ
解説記事の充実
海外の関連ドキュメントの翻訳

　このため、ユーザとディベロッパの情報交
換や交流を目的とした研究会を年に数回開催
することをめざしています。ソフトウェア技
術の相互交流や、各種アプリケーションの利
用方法だけでなく、開発にあたってのライセ
ンス問題や、共同で取り組むべき課題などに
ついてディスカッションできる場を作りたい
と思います。

「オープン」である意義

　バイオインフォマティクスのソフトウェア
は歴史的にフリーかつオープンなものが多い
という経緯があります。そのソフトウェアが
フリーであれば、誰もが自由に使うことがで
き、開発もLinuxのように世界中から参加し
てもらうことができます。また、オープンで
あることで誰もがそのソフトウェアを改変し
たり、原理を知ることができます。科学研究
においては追従可能性が重要ですので、ソフ

トウェアがオープンであることはとても大切
です。

第７回はビジュアライゼーション特集

　バイオインフォマティクスではゲノムから
代謝に関わるメタボロミクスまで幅広いデー
タを扱いますが、これらの大規模なデータを
理解するためには適切なビジュアライゼー
ションと使いやすいユーザーインターフェイ
スが欠かせません。 そのような状況の中
で 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 可 視 化 を 行 う 
Cytoscape や、複雑な系のシミュレーショ
ン結果を可視化する E-Cell 3D など魅力的
なアプリケーションが開発されてきていま
す。また、Web2.0 時代を迎え AJAX など
の技術を活用した効果的なインターフェイス
も普及してきました。そこで、今回は「ビ
ジュアライゼーション」にフォーカスを絞っ
た研究会を開催します。

UNIXのバックエンドを持つMacOS X

科学計算用ソフトウェアや開発環境の多くは
UNIXをプラットフォームとしています。
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メイン講演 - それぞれ１５分

E-Cell 3D: 
細胞シミュレーションの三次元可視化
 
　　荒川 和晴（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

生命現象は幾重にも絡みあった化学反応から構成され、その
極めて複雑かつ動的なふるまいを理解する上では、コン
ピュータによるシミュレーションが欠かせない。一方、『複
雑』なシミュレーションの結果もまた『複雑』であり、研究
者がシミュレーション実験の結果を解釈するのは容易ではな
い。そこで、1996年から電子化細胞を構築している我々E-
Cellプロジェクトでは、最先端の3Dグラフィックス技術をも
ちいて直感的かつインタラクティブに系の全体像を把握でき
る可視化インタフェース、 『E-Cell 3D』を開発した。E-
Cell 3DはMacOS X Tigerから標準で提供されているQuartz 
ComposerやOpenGLなどを用いた美しいグラフィックスで
細胞シミュレーションを表現し、細胞シミュレーションを
もっと『細胞』らしく見せることを試みている。本ソフト
ウェアは　http://ecell3d.iab.keio.ac.jp/　にて無料で公 開
されている。

Cytoscape: 
複雑ネットワーク可視化と解析のための
プラットフォーム
　　大野 圭一朗（UCSD生物工学部　統合ネットワーク生物学研究室）

現在、生物学に限らず、様々な分野で『複雑ネットワーク』
と言うキーワードの下に研究が行われている。Cytoscapeは
生体内の複雑なタンパク質相互作用やパスウェイを可視化、
解析するために作られたオープンソースプラットフォーム
で、欧米では、 生物学的ネットワーク可視化アプリケーショ
ンとしてスタンダードになりつつある。 現在ではモジュール
化を押し進めることにより、より一般的な複雑ネットワーク
研究に用 いることができるプラットフォームへと拡張が進ん
でいる。プラグインと言う概念を 用いることにより、ユー
ザーが独自の拡張を施し、様々な機能を比較的容易に開発可
能 なほか、基本的な機能は、プログラミングが出来ないユー
ザーでも全てインタラクティブに 利用することが可能であ
る。本会では、Cytoscapeの概要と今後のロードマップを 
紹介する。

プロジェクトのサイト：　http://www.cytoscape.org/

E-Cell 3D 

細胞シミュレータE-Cell
のシミュレーション結果
を3D可視化するソフト
ウェア。

アブストラクト
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マイクロアレイデータの転写調節ネット
ワーク上での3D階層的可視化環境
HierNet3D（仮称）

　石渡 龍輔 1, 森岡 勝樹 2, 荻島 創一 1*, 田中 博 1,2
1) 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生命情報学
2) 東京医科歯科大学 大学院 疾患生命科学研究部 システム情報生物学

マイクロアレイ技術は、正常細胞の対照群と癌細胞などの実
験群で有 意な発現変動を示す遺伝子セットの網羅的な同定を
可能にし、疾患の マーカー遺伝子による診断およびサブタイ
プ分類などで大きな成果を 収めてきた。しかし、そのような
有意な発現変動をもたらした転写調 節の機序の解明となる
と、プロモータ解析やパスウェイへの発現デー タのマッピン
グなどが試みられてきているものの、決定的な方法はま だな
い。パスウェイへの発現データのマッピングは、シグナル伝
達系 のパスウェイが、通常、リン酸化などのシグナル伝達の
作用を表現し ており、発現変動をもたらす転写調節の作用を
表現しているわけでは ないため、直感的にはミスリーディン

グになりかねない。そこで、我 々は、マイクロアレイの発現
データから、そのような発現変動をもた らした転写調節の機
序の直感的な理解を支援するために、転写調節ネッ トワーク
とその上で変動する遺伝子の発現量を、OpenGLベースの 3D

可視化技術により、階層的に、時系列の発現データであれば
動的 に可視化し、リアルタイムで対話的に操作可能な
HierNet3D（仮称） を開発しているのでご紹介したい。

バーチャルリアリティ技術を用いた遺伝子
発現量情報の可視化

　　西村 邦裕（東京大学大学院情報理工学研究科）

バーチャルリアリティ技術を用いて、3次元空間内で、遺伝子
発現量 情報の解析支援を行うための可視化手法や作業空間に
ついて紹介する。 インタラクティブに解析することができる
可視化手法を、バーチャル リアリティ環境生成装置である
CABINを用いた実装例などから紹介を 行う。

Cytoscape

生物学に限らな
い、さまざまな
複雑ネットワー
クデータの可視
化を行うソフト
ウェア。

CABINを用いたバーチャルリアリティ



ライトニングトーク
講演あたり発表時間５分の短いプレゼンテーション．

1.

2. New Interfaces and
Scientific Visualization.

1. 蛋白質の局所凹凸形状の抽出結果の可視化
西山 慧子，伊藤 貴之（お茶の水女子大学大学院） 

蛋白質の機能は表面形状に依存することが最近の研究で知られている。 この研究成
果をうけて筆者らは、蛋白質の表面形状から局所凹凸形状を 抽出し、その分布を可
視化することで、蛋白質の機能分析に貢献できる ようなインタフェースを開発する
ことを試みている。 筆者らは、形状が類似していることで知られる1yee,1yecの2種
類の 蛋白質を例題として、各々から200個程度ずつの局所凹凸形状を抽出し、 これ
を形状的特徴からクラスタリングしている。 添付ファイルの左側は、両蛋白質にお
ける局所凹凸形状のうち同一クラスタ に所属するものを表示した例であり、形状的
に類似する蛋白質間の細かな 形状的差異を見比べるのに役立つと考えられる。 ま
た、このクラスタリング結果を長方形の入れ子構造で可視化したものが 右側の図で
ある。個々の棒グラフが個々の局所凹凸形状を表し、棒グラフの 色や高さは局所凹
凸形状の頂点における化学的特徴（電位、温度、疎水性 など）から算出している。
この図の読み方については講演時に詳しく説明する。 なお著者らは、このような表
示方法を、マイクロアレイ実験による発現率で 遺伝子をクラスタリングした結果の
可視化にも適用している。講演時間が あればそれについても紹介する。

2. 「十二単ビュー」による薬物情報の可視化
山澤 舞子 1, 伊藤 貴之 1, 山下 富義 2
1) お茶の水女子大学大学院
2) 京都大学大学院

161種類の薬物について、5種類のCYPに対する代謝感受性を測定し、 その測定結果
と分子構造の相関性を可視化した試みを報告する。 この試みでは、まず数種類の記
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述子によって薬物を2分木に分類する。 そして入れ子状の長方形の枠によって、各
薬物グループを囲むように して、この分類結果を可視化する。 添付画像ファイルに
おいて、長方形の枠が薬物のグループを表し、 黄色の文字が薬物の分類に参照した
記述子を表す。 そして各々の薬物について、5種類のCYPに対する代謝感受性を、 5

色の明度で表現する。 この可視化結果から、規則的な配色パターンが見られる領域
には、 同様な代謝感受性をもつ薬物グループが見られる。 また多数の色彩が見られ
る領域には、多数のCYPに対して高い代謝 感受性をもつ薬物グループが見られる。 

これらの可視化結果を、薬物の機能予測に役立てるために、現在 製薬会社などと議
論を進めている。

3. GOMA: 複雑な遺伝子オントロジーの分かりやすい表示
水谷 枝理子，瀬々 潤（お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学
                                研究科理学専攻情報科学コース） 

遺伝子に関する多種多様なデータが得られるようになった現在, 実験で採取できた遺
伝子群がどのような機能に関連しているかの検索に， 既知の遺伝子機能が集約され
た 遺伝子オントロジー(GO)が利用されている。 しかし,GO は膨大であり,検索だけ
でなくその結果を表示させる事も困難である。 そこで本研究では，着目した遺伝子
群に関連するTerm群を抽出し， そのTerm群をGOの構造の特徴であるDAGを崩さず
に見やすく表示できる webアプリケーション"GOMA"をRuby on Railsを用いて作成
した。 本ソフトウエアは，GraphViz等汎用ソフトウエアより，GOのTerm群やDAG

構造を見やすく配置することが可能である。



3. 4.

5. 6.

4. コドン表の可視化技法
中尾 光輝（財団法人　かずさディー・エヌ・エー研究所）

コドン表の可視化技法の開発から、多パラメータデータの可視化について考えまし
た。コドン頻度×遺伝コード×アミノ酸のような二次元以上の情報量をもつデータを
二次元表現に押し込めるための技術を考察をします。

5. インタラクトーム統合解析プラットフォームeXpanda 2
中村 浩之（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

生体内で起こっている網羅的な分子間相互作用はインタラクトームと呼ばれ，近年
蓄積が進みつつある大規模な相互作用データを利用したタンパク質の機能推定やタ
ンパク質複合体の予測等様々な解析が行われている．しかし，インタラクトーム
データは膨大かつ非常に複雑である為，解析及び可視化を行なう研究者は大きな
コーディング労力を強いられる．このような背景から、我々はインタラクトーム統
合解析プラットフォームeXpandaを開発した．eXpandaはPerlモジュールとして実装
されており，ユーザーは自分の解析プログラム中でeXpandaを使用し，ネットワーク
データのインポート，トポロジカルな解析及び解析結果を反映させた可視化を簡便
に自動化して行う事ができる．本バージョンアップでは、解析メソッドの追加及び
有向グラフへの対応，ワークフロー形式でのプログラミングインターフェース
eXpanda-Flowの追加を含む．

6. KEGG グローバルマップと着せ替えラベル
片山 俊明 1, 奥田 修二郎 2
1) 東大医科研ヒトゲノム解析センター
2) 京大化研バイオインフォマティクスセンター

KEGG PATHWAY は、代謝系を中心とした細胞内の分子間相互作用の知識ベースであ
り、国際的にも広く使われている。これまでに、生物種を超えたリファレンスデー
タとして、様々なパスウェイの情報が 300 枚以上のクリッカブルマップにまとめら
れてきた。一方で、複数のパスウェイを横断するような視点や、外部のデータと組
み合わせた統合的な可視化は、既存のインターフェイスでは困難であった。今回、
Ruby on Rails を利用して、グローバルマップと着せ替えラベル機能を実装したので
報告したい。グローバルマップは、これまで数百枚のマップに分かれていた代謝系
のパスウェイを、モジュールという機能単位毎に再構築したもので、複数のパス
ウェイの間のつながりや、パスウェイをまたいだ検索結果を可視化することができ
る。ビューは Google Map のように拡大縮小が可能で、検索結果のマッピングや 

AJAX を用いたノードやエッジの情報の取得が可能となっている。着せ替えラベル機
能は、Google Earth が KML ファイルで実現している緯度経度座標への外部データの
マッピングや、Ensembl や GBrowse などのゲノムブラウザが GFF や DAS で実現し
ているゲノム座標へのアノテーションのマッピングと類似の機能を、KEGG のパス
ウェイ座標に対して行えるようにしたものである。これまで、KEGG パスウェイに
対しては KEGG API を用いた検索や色づけなどの操作が可能であったが、ユーザが
自由な情報をパスウェイ上に書き足す形で統合的に表示することはできなかった。
ラベル機能を使うことで、ユーザが YAML または JSON フォーマットで指定した任
意のラベル情報（位置、文字列、色など）を KEGG のパスウェイ上にマッピングし
視覚化することができるようになった。
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■ 持ち時間が５分と短くなっていますので、プレゼンの切り替えを含め、時間厳守にご協力下さい。
■ 質疑応答の時間はとれない可能性があります。研究会終了後、銀座周辺にて懇親会を開催いたします。
　 研究者にご質問などある場合にはこの機会をご活用ください。当日参加も可能ですので、研究会修了後
　 に関係者にお申し出ください。
■ オープンバイオ研究会ウェブサイト（http://open-bio.jp/）にも同様の情報があります。



アクセス
Apple Store Ginza

Apple Store, Ginzaは、中央通り松屋
向かいにあります。

東京メトロ 日比谷線をご利用の方： 　
　｢銀座｣ 駅を下車後、
　銀座線方面の出口から徒歩2分

東京メトロ 有楽町線をご利用の方：
　 ｢銀座一丁目｣ 駅を下車後、
　徒歩3分

JR線をご利用の方： 
　｢有楽町｣ 駅を下車後、徒歩8分

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座3-5-12
サヱグサビル本館
03-5159-8200
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