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How do you get the materials for your experiment?

• 試薬
• 実験器具
• ⽣体材料

Images: from TogoTV (©2016 DBCLS TogoTV / CC-BY-4.0)

•カタログ
• Webサイト



バイオリソース（生物遺伝資源とは）

• 生物や細胞、DNAなどの実験材料は、長らく研究者等によって個別に
管理されてきた。しかし、科学や産業の発展にともなって、質の保証
された材料を幅広く供給する体制が求められるようになった。

• バイオリソース＝生物遺伝資源とは、動物、植物、微生物由来の、
系統・集団、組織、細胞及び遺伝子材料とその情報を指す。

• 日本では科学技術基本法、科学技術基本計画、科学技術知的基盤の
1つとして整備され、基礎研究の他、企業の研究開発や農林水産分野
における育種など、幅広く利用されている。



出典：⽂部科学省・知的基盤整備委員会資料(第19回）を改変
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⽂科省・NBRP ナショナルバイオリソースプロジェクト

• 動物、植物、 微⽣物、細胞および遺伝⼦など
約3６種類（種数では約1万種）のリソースを
全国約40 の⼤学や研究機関で、約 650 万件
のリソースを保存・提供している

• 各リソースは様々なタイプの情報を持つ
• 表現型（フェノタイプ）
• 遺伝⼦型（ジェノタイプ）
• 培養や⽣育の条件
• 提供者の情報
• リファレンス
• 写真
• etc
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⽂部科学省・NBRPナショナルバイオリソースプロジェクト 拠点⼀覧



NBRPホームページ



バイオリソース⼊⼿までの流れ
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典型的なエントリー例とRDB
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基本情報

表現型



リソース検索



検索対象のリソース650万件の内訳

動物
マウス 系統 4327

DNA 769911
ラット 系統 721

DNA 558758
ニワトリ・ウズラ 系統 27
ゼブラフィッシュ 系統 1502
メダカ 系統 6271

DNA 1292696
ネッタイツメガエル 系統 75

DNA 370069
カタユウレイボヤ 系統 100

DNA 222
カイコ 系統 495

DNA 193447
ショウジョウバエ 系統 43481

DNA 262226
線⾍ 系統 8459
ゾウリムシ 系統 27
ニホンザル DNA 167159

植物

アサガオ 系統 1148
DNA 62235

イネ 系統 18028
オオムギ 系統 5636

DNA 139933

コムギ 系統 12665
DNA 1252563

シロイヌナズナ 系統 21946
DNA 567143

ミヤコグサ 系統 8141
DNA 192572

ダイズ 系統 1753
DNA 46598

トマト 系統 1896
DNA 191547

キク 系統 354

藻類 系統 3886

藻類・微⽣物
藻類 系統 3886
ゾウリムシ 系統 27
細胞性粘菌 系統 939

DNA 11522
酵⺟ 系統 27537

DNA 73889
⼤腸菌 系統 14675

DNA 19174
枯草菌 系統 3328
病原微⽣物 系統 27849

細胞・DNA
細胞材料 DNA 293

細胞 2085
⼀般微⽣物JCM 系統 16113

DNA 32
遺伝⼦材料 DNA 129892
ヒト臍帯⾎幹細胞 細胞 1



GeneA

humA

fshA

musA

バイオリソース情報検索の課題
Genotype Phenotype

Ecological data

Problem1: 遺伝⼦名的なも
のが複数ある
進化的に保存されている遺伝
⼦であっても⽣物ごとに異
なった名前がつけられる

Problem2:同じ表現型で
あっても異なる⽤語が使
われている

Problem3:サンプルの⽣
態学的なデータが不⾜し
ていたり異なる⽤語が使
われる

イラスト: from TogoTV (©2016 DBCLS TogoTV / CC-BY-4.0)



APP（amyloid beta precursor protein）

• アルツハイマー病疾患において患者の脳
に蓄積するタンパク質

• ヒト遺伝⼦名別名︓AAA, ABETA, ABPP, 
AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, 
PN2, preA4

• モデル⽣物における遺伝⼦名
• マウス App
• ラット App
• ゼブラフィッシュ Appa, Appb
• ショウジョウバエ Appl
• 線⾍ apl-1
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バイオインフォとセマンティックウェブからのアプローチ

Genotype Phenotype

Echological
hum 
DB

mus
DB

fish 
DB

Ortholog 
Database

SemanticWeb based approach 
ü controlled vocabulary / 

ontology
ü common metadata
ü LOD

イラスト: from TogoTV (©2016 DBCLS TogoTV / CC-BY-4.0)



BRSO：Biological Resource Schema Ontology

出典︓BRSO: Biological Resource Schema Ontology の開発 トーゴーの⽇シンポジウム2020  ⾼⽉ら cc-by

• DBCLS
• 理研BRC
• NITE
• 農研機構
• NIG・NBRP 



開発中のBRSOをベースにしたRDFによる藻類データベース



開発中のBRSOをベースにしたRDFによる表現型検索
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