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ライフサイエンス統合データベース
プロジェクトとは

 平成18年度からスタートした文部科学省の委託事
業です。期間は平成22年度までの5年間です。

 我が国のライフサイエンス関係のデータベース(DB)
の利便性の向上を図るため、DB整備戦略の立案・
評価支援、統合化及び利活用のための基盤技術開
発、人材育成等を行い、DBの統合的活用システム
を構築･運用します。



ライフサイエンス分野における
データベースの問題点

 DBが散在していて所在や利用法が分からない
 似たようなものがいくつもありどれを使ってよいか分からない
 ばらばらに構築・管理されていて検索・解析・応用が困難
 大型プロジェクトの成果公開が不十分
 公開されているものもプロジェクトが終了すると更新ストップ
 データベース構築、維持、アノテーションを行える人材不足

今こそ長期的な視点に立ったデータベース戦略が必要！



蛋白質 核酸 酵素 52(9), 1026-31 (2007)より抜粋 



データベースの統合化とその問題点
 ばらばらに管理運営されている多種多様なＤＢを１つにすることが可能か

 日本のライフサイエンスＤＢは約２５０

 仮に統合化が実現されるとすると

 利用者にとって → 検索,仮説生成,解析が容易に

 管理者にとって → 管理運営が効率的に

 一つの統合DBは現実的に実現困難で有用性も低くその理由として

 分子データの統合化だけでは不十分

 データの解釈や意味が研究の進展によって変化

 データをどう利用するかは研究者ごとに異なる



そして、
統合へ…

写真：仲里猛留



統合化についての基本的考え
統合DB構築は完結しないプロセスであるという認識
研究の進展に応じて利用者の求めるものが変化することに柔軟に対応す
る
1つの統合DBではなく研究開発の生産性向上を目指す
DB構築者ではなく利用者の思考や意思決定を支援するDB構築
利用者の興味、知識に応じて必要な情報、判断材料をもれなく提示
複数DBをつなぎ異種データ・知識の関係が俯瞰（仮説生成）できるよう
に
いろいろなツールを簡便に組み合わせて解析（知識発見）できるよう
に、日本語で行えるように
研究開発は行うがサービス事業である
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ライフサイエンス
統合データベースセンターの紹介

 情報・システム研究機構に2007年4月に設立されました。
 情報・システム研究機構は遺伝研、極地研、統数研、情報研をたばねる法人
機関です。
 アクセスしやすい東京大学の本郷キャンパス内に位置しています。（来年度は
本郷地区から浅野地区に移る予定です）
 センター長・高木利久の他、現在15名ほどのスタッフで構成されています。

 〒113-0033 東京都文京区本郷７‐３‐１
東京大学理学部１号館別館A棟１階
TEL 03-5841-6754 (代表）
FAX 03-5841-8090 (代表）
E-mail : info@dbcls.rois.ac.jp
URL : http://dbcls.rois.ac.jp



DBCLSサービス開発の進捗状況

2007年10月 ホームページ開設

　・サービス一括検索
　・OReFil
　・アナトモグラム
　・統合TV（24解説)
　・横断検索プロトタイプ作成

2007年12月 デザイン変更、機能追加

　・統合TV(40解説に増加)
　・DNAバンク目次機能拡張
　　-配列検索追加
　　-特許リンク追加

2008年2月~ サービスの公開やバージョンアップ

　・Wired-Marker公開　(fig1)
　・横断検索公開 (fig2)
　・DBカタログ公開 (fig3)
　・かずさアノテーションα版公開
　・OpenID試験運用

2008年4月~ 日本語文献検索、各チーム成果公開

　・蛋核酵1985年~2003年総説公開
　・学会要旨検索サービス
  ・国内主要プロジェクト調査公開
　・基盤チーム成果
　・ワークフローを利用した解析サービス
　・アナトモグラム新GUI

Fig.1

Fig.2

Fig.3



データベースへの案内
稼働情報付きデータベースカタログ



学会の要旨やジャーナルへの案内
生命科学学協会検索



キュレーター支援技術開発



分子データベースの整理：INSD
配列検索を追加



統合TV (togotv)
YouTube式な、データベースやウェブツールの使い方解説
静止画像では限界…orz → flash video とquicktimeムービー

2007年7月にスタート

約50コンテンツ (2008年2月末)
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Current contents in togotv
DBCLS (DB横断検索)

OReFiL
Anatomograph

Ensembl
Biomart

UCSC Genome Browser
BLAT

NCBI Entrez
PubMed
GEO

BLAST, PSI-BLAST
CLUSTALW
InterProScan
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Primer3 
EMBOSS(transeq) 
NEBcutter 
siDirect
GOLD
REACTOME
GO Terms Classifications Counter
GNF Symatlas
Human Protein Atlas
GenePaint
FANTOM(CAGE)
Info-PubMed
MGI
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iTunes と iPodでも！
iPod (Podcast) 形式で iTunes Store からアクセス可能

テキスト

togotv played 
on iPod touch

iPod を見ながらPCを操作で
きるので大変便利！



ニコニコ動画にも進出
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がんの統計を色情報に変換して臓器にマップした例

出典：2006年「国民衛生の動向」（厚生統計協会）
第14表(3-1) 部位別悪性新生物　死亡数の推移　(男)

図８

ポリゴンマン



データ統合技術開発：3Dアナトモグラフィー



統合DB講習会 AJACS東京

もっと知りたい人向けに

実際にコンピュータを使って

DBCLS就職説明会?

日時: 2008年3月5日(水) 丸一日

場所: 科学技術振興機構(JST) 
東京本部 住宅棟１階 会議室
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http://MotDB.DBCLS.jp/?AJACS1

http://www8.cao.go.jp/cstp/project/bunyabetu2006/life/5kai/siryo2-3-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/cstp/project/bunyabetu2006/life/5kai/siryo2-3-1.pdf


募集

人

講演会・講習会
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