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研究計画の概要

1. 研究の趣旨
20 世紀後半において飛躍的に躍進した生物学系分野では、21 世紀において地球的規模で抱える疾病、
飢餓、環境破壊などの様々な問題に対応することが求められると予想される。
この様な社会的要請に対して、研究者が迅速に対応するためには、研究環境を整備することが不可
欠である。その一環として、研究開発に不可欠である培養生物、培養細胞、遺伝子、特殊環境微生物
等の各種生物系研究用材料（以下、研究資材）の有効利用を図ることが重要であり、そのために細胞・
遺伝子バンク組織が生まれている。
しかし、細胞・遺伝子バンク組織では、経験が浅いこともあり、研究資材の収集にその努力の多く
は向けられ、研究資材情報の開発・整備は欧米に比べ大きく遅れている。
この様な遅れを取り戻し、我が国の研究資材を世界的により利用しやすくするためには、情報を包
括的に収集した各種データベース（コンテンツ）を開発し、研究者なら誰でもアクセスできるシステ
ム利用環境を整備することが 21 世紀の研究環境を整備する上で不可欠である。
この研究資材データベースを整備するために、収集データからデータベースを作成する中でのデー
タベースの共有化、効率化に関する研究を行い、データベースを開発する。
開発されたデータベースを対象に、データ収集、データ解析・処理、検索システムの研究及び各研
究機関のネットワーク結合を行い、生物系研究資材データベースシステムを共有化し、システムの評
価・研究を行う。

2. 研究概要
（1）研究資材データベースの効率化に関する研究
多様な特性をもつ生物系研究資材の効率的な利用に資するため、生物系研究資材をその特性に応じ
て試作的にデータベース化し、それらの多様性を重視しながらデータベースを効率化させるための研
究を行う。
1）高品質データベースの構築と Web データベース化に関する研究
生物系研究資材の基盤的活用に資するため、脊椎動物（培養細胞）
、無脊椎動物（原生動物、微小後
生動物）、細菌類について、データ収集、データ登録、それぞれの資材に最も適合したデータベース化
について研究を行う。
ア）培養細胞研究資材データベースの効率化に関する研究
（厚生省国立医薬品食品衛生研究所）
イ）原生動物および微小後生動物データベースの効率化に関する研究
（環境省国立環境研究所）
ウ）真正細菌類データベースの効率化に関する研究
（経済産業省産業技術総合研究所）
エ）細菌群データベースの効率化に関する研究
（財団法人発酵研究所）
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2）生物系研究資材データベースの高度化サポートシステムに関する研究
生物学系研究分野の研究環境整備に資するため、生物系研究資材データベースシステムのサポート
システムに関する研究を行う。
ア）画像、動画データベース作成支援システムに関する研究
（法政大学）
イ）データ抽出・分類・同定ワークベンチに関する研究
（国立遺伝学研究所）
（2）研究資材データベースの高度ネットワーク構築に関する研究
主にネットワーク上での生物学系研究分野における研究環境整備を充実させることを目的として、
対象を生物系研究資材情報に限定した、情報化・ネットワーク化のための基盤的研究を行う。
1）生物系研究資材データベースの共有化に関する研究
（科学技術振興事業団）
2）研究資材受発注システムのネットワーク化に関する研究
（理化学研究所）
3）ネットワーク統合に関する研究
（科学技術振興事業団）
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3. 年次計画及び所要経費

（単位：百万円）
所要経費

研

究

項

目

平成12年度

平成13年度

合計

第Ⅱ期
１．研究資材データベースの効率化に関する研究
１．１．高品質データベースの構築とWebデータベース化に関す
る研究
１．１．１．培養細胞研究資材データベースの効率化に関する研
究

35.668

39.023

74.691

55.465

51.423

106.888

1.866

1.691

3.557

１．１．２．原生動物および微小後生動物データベースの効率化
に関する研究
１．１．３．真正細菌類データベースの効率化に関する研究
１．１．４．細菌群データベースの効率化に関する研究
１．２．生物系研究資材データベースの高度化サポートシステム
に関する研究
１．２．１．画像、動画データベース作成支援システムに関する
研究
１．２．２．データ抽出・分類・同定ワークベンチに関する研究
２．研究資材データベースの高度ネットワーク構築に関する研究
２．１．生物系研究資材データベースの共有化に関する研究
２．２．研究資材受発注システムのネットワーク化に関する研究
２．３．ネットワーク統合に関する研究
３．研究推進

所要経費（合計）

単位：百万円

92.999
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4. 実施体制
研究項目

担当機関等

研究担当

1.
研究資材データベースの効率化に関する
研究
1.1.
高品質データベースの構築とWebデータ
ベース化に関する研究
1.1.1.
培養細胞研究資材データベースの効率 厚生省 国立医薬品食品衛生研究所
変異遺伝部第３室
化に関する研究

水沢 博
（室長）

1.1.2.
原生動物および微小後生動物データベ 環境省 国立環境研究所
地域環境研究グループ
ースの効率化に関する研究

稲森悠平
（総合研究官）

1.1.3.
真正細菌類データベースの効率化に関 経済産業省 産業技術総合研究所
する研究

中村和憲
（統括研究調査官）

1.1.4.
細菌群データベースの効率化に関する 財団法人 発酵研究所
研究

竹内昌男
（所長）

1.2.
生物系研究資材データベースの高度化サ
ポートシステムに関する研究
1.2.1.
画像、動画データベース作成支援シス 法政大学 第一教養部
生物学研究室
テムに関する研究

月井雄二
（教授）

1.2.2.
データ抽出・分類・同定ワークベンチ 国立遺伝学研究所
生命情報研究センター
に関する研究

菅原秀明
（教授）

2.
研究資材データベースの高度ネットワー
ク構築に関する研究
2.1.
生物系研究資材データベースの共有化に 科学技術振興事業団
データベース開発部
関する研究

金子 弘正
（部長）

2.2.
研究資材受発注システムのネットワーク 理化学研究所
ジーンバンク・細胞開発銀行
化に関する研究

大野忠夫
（室長）

2.3.
ネットワーク統合に関する研究

科学技術振興事業団
データベース開発部
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5. 運営委員会
氏名

所属
科学技術振興事業団

◯金子 弘正

データベース開発部長
通商産業省 産業技術総合研究所

中村和憲

統括研究調査官
環境省 国立環境研究所地域環境研究グループ

稲森悠平
総合研究官
厚生省 国立医薬品食品衛生研究所
水沢 博
変異遺伝部第三室室長
国立遺伝学研究所生命情報・DDBJ 研究センター
菅原秀明

教授
理化学研究所ジーンバンク・細胞開発銀行

大野忠夫

室長
法政大学 第一教養部生物学研究室

月井雄二

教授
財団法人発酵研究所

竹内昌男

所長
科学技術振興事業団

前田義幸
データベース開発部 研究支援情報部門主任情報員
〇印は委員長を示す。
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研究成果の概要

総

括
近年、注目されている遺伝子や脳科学の領域では、研究過程で得られる膨大なデータをコンピュー

タサイエンスを活用した情報処理技術により解析することで、めざましい成果をあげている。そこで
は、共通の土台として確立された材料、すなわち生物系研究資材（
（培養）細胞、大腸菌、微生物等）
を利用し、異なる分野の研究情報を研究資材情報に基づいて有機的に結びつける作業が行われている。
この様に遺伝子や脳科学の領域で成功をおさめた戦略は、他の生物系研究においても重要な研究戦
略として注目を集めているが、それらを可能にするためには、生物系研究資材の保存(系統保存)と情
報の保管(データベース等)とが、それぞれ車の両輪と成りつつ研究活動が進られるような研究基盤の
確立が必須である。
本研究では、生物系研究資材(Bio-Resource)情報を効率的に研究に利用するための基盤整備として、
具体例として微生物、組織培養細胞、菌類、原生動物を中心に、それらの研究資材に関する情報のデ
ータベース化、或いは資材そのものの流通のために必要な情報の流通についての研究を行い、分散型
生物系研究資材ネットワーク（Bio-Resource Network :BRNet）の構築を目指している。
（1）研究資材データベースの効率化に関する研究
生物系研究資材を研究活動に有効に役立てるために、その特性に応じて必要とされる生物系研究資
材情報の必要情報項目を設定してデータベースを試作し、研究資材の情報及び資材そのものの供給体
制の整備に供する手法の研究を推進した。生物種としては、培養細胞組織、原生動物、真正細菌等を
対象に、生物固有の多様性を重視しながら、培養技術情報、画像データ、データ解析機能等にも着目
してデータベースを作成しており、更に生物系研究資材に関するデータを充実させ、情報を高度化す
るための手法として、具体的には下記の研究を実施した。
１）高品質データベースの構築とWebデータベース化に関する研究
ア）培養細胞研究資材データベースの効率化に関する研究
イ）原生動物および微小後生動物データベースの効率化に関する研究
ウ）真正細菌類データベースの効率化に関する研究
エ）細菌群データベースの効率化に関する研究
２）生物系研究資材データベースの高度化サポートシステムに関する研究
ア）画像、動画データベース作成支援システムに関する研究
イ）データ抽出・分類・同定ワークベンチに関する研究
（2）研究資材データベースの高度ネットワーク構築に関する研究
近年のインターネット等での情報利用方法の多様化及び利便性を反映し、主にネットワーク上での生
物学系研究分野における研究環境整備を充実させることを目的として、対象を生物系研究資材情報に限
定した、情報化・ネットワーク化のための基盤的研究を推進する。具体的にはデータベースの共有化、
対象を生物系研究資材に特化した収集ロボット・統合検索、また、細胞バンクにある生物系研究資材の
所在情報及び資材提供の注文発送を Web 上で完結する入力システムの開発として下記の研究を行った。
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１）生物系研究資材データベースの共有化に関する研究
２）研究資材受発注システムのネットワーク化に関する研究
３）ネットワーク統合に関する研究

個別項目毎の概要
（1）研究資材データベースの効率化に関する研究
1）高品質データベースの構築と Web データベース化に関する研究
ア）培養細胞研究資材データベースの効率化に関する研究
第 I 期の結果を受けて、LINUX で構築した培養細胞データベースシステムの中に培養細胞の個別識別
システムを新たに構築した。WWW 上で CGI を利用して運用する CellID システムを確立して公開した。
なお、このシステムを運用することによって、14 種類の培養細胞にクロスコンタミネーションのある
ことを明らかにすることができた。
イ）原生動物および微小後生動物データベースの効率化に関する研究
湖沼生態系の遷移や水処理施設の浄化に大きな役割を果たす自由生活性の原生動物（793 属）
、輪虫
類（155 属）
、線虫類（713 属）、貧毛類（100 属）の形態情報を文献から引用した文字情報に光学顕微
鏡写真を組み合わせ、環境研究所のホームページから公開した。また、収集した約 4,000 文献のうち
ID 番号をつけた 3,600 件の論文名・著書・出典・論文所有の有無・要旨を公開した。
ウ）真正細菌類データベースの効率化に関する研究
1996 年以降新たに発表された新規な細菌群に関する化学分類データ整備を進め、2001 年後半までに
論文発表された約 1000 件の新属および新種の記載論文から、学名、株番号、系統分類群、関係論文、
脂肪酸組成など、基礎データの抽出および入力が終了し、その検索システムの基本構築が終了した。
また、データ発信のための通信用サーバーの環境整備を行いデータを公開した。
エ）細菌群データベースの効率化に関する研究
Streptomyces 株データを整理し、ISP(International Streptomyces Project)菌株データベースを独
立させ、菌株の詳細な情報を他の菌株デ－タとは別に公開した。デ－タの入力を容易にするため市販
ツ－ル（Panel-Worker Chicago）を導入し、この ISP 菌株データベースには菌株の来歴、形態、成分
分析データ、文献情報など、分類・同定に必要な情報が充分包含されるように設定した。さらに利便
性を高めるため CORBA System を導入した。
2）生物系研究資材データベースの高度化サポートシステムに関する研究
ア）画像、動画データベース作成支援システムに関する研究
三次元的な顕微鏡標本（原生動物標本等）をネットワークを通じて流通するための画像フォーマッ
ト「バーチャル顕微鏡」フォーマットを開発し，その閲覧システムを作成した。また，農業生物資源
研が運営する Bio-Crawler の様々な機能を研究者側が利用するための設定マニュアルを作成し，公開
した。
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イ）データ抽出・分類・同定ワークベンチに関する研究
BRNet の他機能との連係を重視しながら XML 技術および CORBA によるシステムの機能拡張を実施した。
また、第 I 期の成果である InforBIO の機能を継承しながら、オンライン版へ拡張した。酵母 DB、乳酸
菌、ストレプトマイセス、真正細菌類データベース、DDBJ、RDP からのデータ利用をもとに、オンライ
ン上で、検索者のデータと合わせて、 genomic rRNA に基づく系統分類、資化性試験に基づく同定機能
を提供するようにした。データは CORBA で連携させ、遺伝研の Web サーバ経由での公開、提供を可能
とした。
（2）研究資材データベースの高度ネットワーク構築に関する研究
1）生物系研究資材データベースの共有化に関する研究
研究者・研究機関を対象として、インターネット上で、生物系研究資材のカタログデータベース
構築機能（属性項目の定義、資材データ入力）を提供し、資材を必要とする一般の研究者に対して
は、共有データベースに蓄積した研究資材の検索機能を提供するために、共有データベースシステ
ムを構築した。
2）研究資材受発注システムのネットワーク化に関する研究
問い合わせ対応、受注、発送など通常の物販過程の中に、ユーザーと使用目的の審査過程を加え、
提供した場合の有効利用を図ることができる生物系研究資材そのものを分譲するシステムの開発を
WWW サーバ上で行った。
3）ネットワーク統合に関する研究
複数の検索対象である Web サイト毎の情報を管理し、BRNet の生物系研究資材データベースとインタ
ーネット上で公開されている生物系研究資材データベースを対象として利用者に統一的な検索手順を
提供する「簡易統合検索システム」を開発した。また、インターネット上に存在する生物系研究資材
のカタログ情報を統合検索し、「生物系研究資材データベースの共有化に関する研究」で検討している
基準フォーマットに基づいて結果を一覧表示するシステムである「詳細カタログ検索システム」につ
き、現在、6 機関、20 種のカタログデータベースに対応することができた。

波及効果、発展方向、改善点等
第Ｉ期(1997 ～1999 年）の間に生物系研究資材に関しての国外の状況は 1995 年に Haemophilus
influenzae のゲノム配列が決定されて以来予想を遥かに超える速さですでに 20 種類以上の微生物菌
種のゲノム配列が決定され、欧州では Common Access to Biotechnology Resources and Information
(CABRI)が第２期に入り、また、米国において National Biological Information Infrastructure（NBII）
が第２期に入り、それぞれ本格的開発が始まっている。欧米は早くから生物バンクを整備してきてお
り、米国は微生物において約 100,000 種を蓄えたバンクを擁し、研究者が必要なときに必要な微生物
を取り寄せられる体制にある。
国内においても平成１４年度から文部科学省が新たに我が国として取り組むべき国家的な研究開発
課題について、産学官の最も能力の高い研究機関を結集し、総合力を発揮できる体制により取り組む
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ことを目的とした「ナショナルバイオリソースプロジェクト」を開始することとなっている等、ライ
フサイエンスの総合的な推進を図る観点から、実験動植物(マウス、シロイヌナズナ等)や、ES 細胞な
どの幹細胞、各種生物の遺伝子材料等のバイオリソースのうち、国が戦略的に整備することが重要な
ものについての体系的な収集・保存・提供等を行うための体制整備が始まっている。
本研究の第Ⅱ期では、第Ⅰ期で実現出来た成果を公開し普及することにより、BRNet の効果を実証し、
本研究参加機関以外への普及を目指すこととして、本研究参加機関のより一層の研究の充実と共に、
参加機関以外へのネットワーク化の呼びかけを推進してきた。
当研究班が目指してきた分散型生物系研究資材ネットワーク（Bio-Resource Network :BRNet）構築
の緊急性と重要性が一層増大しつつあり、また、生物に係わる研究開発の最重要の基盤データである
塩基配列（特にゲノム配列）と、総ての生物情報、文献情報ならびに所在情報（資材入手のため）の
連携を視野に入れて大きく展開していくことが望まれている。
ネットワークは当初の構築よりも維持が重要であり、データベースも各種システムもメンテナンス
が行わなければ早急に使いものにならなくなる。これは今までのあらゆるデータベース、システムに
言えることでもある。この BRNet を維持し発展させるためには、BRNet を事業として運営していくこ
とが最も適切である。事業としては、国内生物系研究資材保有機関の情報、資材について、研究、調
整、支援、開発などによるネットワーク化を行い、これを研究者に研究基盤として提供することにな
る。この確立された BRNet が日本の生物系研究基盤の確立に果たす役割は大きい。具体的には上に述
べた「ナショナルバイオリソースプロジェクト」において、生物系研究資材分野におけるネットワー
ク活用の研究を行い、充実を図る。すなわち日本の生物系研究資材保有機関がデータベースを作成し
情報発信できるように、データベースフォーマットのスタンダード案を提案することにより、研究資
材保有機関の共有するデータベースの構築を試みる。次に、既にインターネットに存在する情報に対
して、その効率的活用を進めるために統合検索等の手段を整え、その実用性を実証していく。また、
ネットワーク化を進める中で、研究資材入手への連携手段を整備する。これらにより国内でも自前の
生物バンクを産官学一体となった体制のもとで整備することが可能となる。5 年間の研究により確立さ
れた BRNet が日本の生物バンクの土台となるべく発展させていく必要がある。
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研究成果の発表状況
（１） 研究発表件数
原著論文による発表
国内

国際

合計

第Ⅰ期

10

第Ⅱ期

7

第Ⅰ期 28
件

第Ⅱ期 37
第Ⅰ期

1

件

第Ⅱ期

0

第Ⅰ期 26
第Ⅱ期 26
第Ⅰ期 36
第Ⅱ期 33

左記以外の誌上発表

件

件

第Ⅰ期 29
第Ⅱ期 37

件

件

口頭発表

合計

第Ⅰ期 48

第Ⅰ期 86

第Ⅱ期 32 件

第Ⅱ期 76 件

第Ⅰ期 10

第Ⅰ期 37

第Ⅱ期 15 件

第Ⅱ期 41 件

第Ⅰ期 58

第Ⅰ期 123

第Ⅱ期 47 件

第Ⅱ期 117 件

（２）特許等出願件数
なし
（３）受賞等
なし
（４）主要雑誌への研究成果発表

Journal

IF値

サブテーマ１

サブテーマ２

第Ⅰ期

第Ⅱ期
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.1. 高品質データベースの構築と Web データベース化に関する研究

1.1.1. 培養細胞研究資材データベースの効率化に関する研究

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部第三室細胞バンク
水沢

博

要 約
第 I 期の結果を受けて、LINUX で構築した培養細胞データベースシステムの中に培養細胞の個別識別システムを
新たに構築した。ヒトに由来する培養細胞はクロスコンタミネーションを発生しやすく、長い間これを排除する
ことが懸案事項であったが、分子生物学研究の発展により STR-PCR 法によって正確に判定できる実験系が近年確
立された。細胞バンクではこの実験を導入したが、その結果を迅速に細胞間で比較を行い、クロスコンタミネー
ションの有無を判定するコンピュータシステムを開発することが不可欠となった。このシステムは第一義的には
クロスコンタミネーションを排除することが目的であるが、実験データを直接利用者たる研究者に提供して、研
究者自らが判断できるよう公開を前提としたシステムとして当初から開発することとした。その結果、WWW 上で
CGI を利用して運用する CellID システムを確立して公開した。なお、このシステムを運用することによって、14
種類の培養細胞にクロスコンタミネーションのあることを明らかにすることができた。また、このシステムは、
細胞バンクの現場における実験業務とそこから発生する情報を「研究資材データベース」に取り込み、それを研
究者に効率良く提供する典型的な事例となった。

研究目的
1） 本研究事業開始前の状況
厚生省細胞バンク事業は、1984 年、対がん 10 ヵ年総合戦略の発足に伴いがん研究支援事業としてスタートした。
この事業は、研究に必須な培養細胞の収集とその迅速な提供を目的とした研究基盤整備事業であり、細胞を高度
な品質に維持し研究者に迅速に提供うることを目的に設立された。この目的に添って国立医薬品食品衛生研究所
においては 1984 年の設立以来 1995 年にかけて細胞バンク基盤の整備を推進し、細胞の収集及び分譲システム、
細胞の品質管理システムの整備を進めてきた。
研究支援事業を実施するに当たって注意しなければならないことは、研究資材に関連する様々な情報を利用者
に提供するシステムを同時に構築しなければならないという点である。当該細胞バンク事業の開始に 3 年先立っ
た 1981 年、米国において IBM 社がパーソナルコンピュータ、IBM-PC の販売を開始した。これにより、研究者の誰
もが小型のコンピュータを利用する基盤が確立し、将来通信システムと結びつけば広範なネットワークが構築さ
れ研究環境が大きく変わることを予測し、その後それが実現して現在に至っている。当時我々は、これを積極的
に活用することによって培養細胞に関連する情報を迅速に利用者に提供することが可能になることを予測すると
共に、慢性的な人材不足をカバーするシステムを構築することが可能になるかもしれないと考えた。
そこで、細胞バンクの発足に伴い最初に検討したのがバンク業務の内部基盤を整備することであり、そのため
に業務支援のためのデータベースシステムを構築することだった。細胞バンク事業は収集した細胞を次世代の研
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究者に受け継がなければならないことを考えれば正確な情報の記録は不可欠であり、長期的な展望にたったデー
タベースの構築が必須であった。
細胞バンク事業の遂行に必須なデータベースとして、3 つの培養細胞関連のデータベースと、2 つの分譲業務関連
データベースを PC で運用することを考えた。しかし、十分な経験が無かったことから取りあえず当時広く使用され
ていた PC 用に開発された小さな dBASE システムを採用した。これによって構築した細胞関連のデータベースは次の
3 種である。1. 細胞の学術データに関するデータベース(cellroot.dbf)、2. 培養記録データベース(cellspec.dbf)、
3. 在庫記録データベース(cellstor.dbf)。また、分譲業務関連のデータベースは次の 2 種である。4. 利用者名簿
データベース(address.dbf)、5. 分譲記録データベース(offer.dbf)。

ア）平成 13 年度(2001 年度)末のデータ
ファイル名

フィールド数

ﾌｨｰﾙﾄﾞ容量

レコード数

全ﾃﾞｰﾀ容量

1. cellroot.dbf

104 フィールド

3690byte

2076 レコード

7.6Mbyte

2. cellspec.dbf

86 フィールド

2848byte

3881 レコード

11.1Mbyte

3. cellstor.dbf

21 フィールド

441byte

2947 レコード

1.3Mbyte

4. address.dbf

25 フィールド

641byte

6742 レコード

4.3Mbyte

5. offer.dbf

33 フィールド

482bype

31154 レコード

14.5Mbyte

非常にシンプルなデータベースであったことが幸いしていたと考えられるが、このデータベースは現在に至るまで基
本的な構造には手を加えることなく使用し続けている。また、この間のデータの蓄積量はア）に示したとおりである。
当該細胞バンクで構築したこれらのデータベースには、業務を通じて日常的にデータが入力され、随時修正が
加えられ常に新鮮なものとして 17 年間にわたり維持管理されてきた点は特徴の一つである。
この培養細胞データベースが構築されるより以前にも、培養細胞の所在情報などに関するデータベースを作成
する試みはあったが、それらは作成されるとすぐに陳腐化し、長期的な利用に耐えるものとはならなかった。そ
の原因は、データベースを構築しても更新作業を行わないという点にあった。培養細胞のような生きた研究資源
においてはメンテナンス作業が如何に重要であるかということが理解できるであろう。

2） 研究目的と第Ⅰ期の達成度概略
以上概略を示したように、細胞バンクにおいては既に頻繁にメインテナンス作業を実施しているデータベース
を構築し、それをカタログなどの印刷物などを通じて研究者に提供する作業を実施していた。しかし、当該研究
班が発足することに先立つ 1995 年頃からインターネットの開放を受けてコンピュータ環境は大きく変わり始めた。
ここに World Wide Web(WWW)が登場し情報サービスの形態が大きく変化を遂げることとなった。
我々は前章で紹介したとおり、培養細胞に関する学術情報を既にデータベース化していたため、それを WWW に
公開しようとごく自然に考え、1995 年 6 月には最初のホームページを公開し、月に 100 件ほどのアクセスを得た。
細胞バンクが所属する国立医薬品食品衛生研究所にインターネットが開通したのとほぼ同時期である。
しかし、情報システムについては素人集団である我々が独自に考えたシステムではどうしても作業効率が悪く、
いかにして短時間で迅速な情報公開のシステムを構築したら良いかは暗中模索という状態であった。また、情報
の中味は自らの組織の情報のみを考えていただけで、他の研究資源保存機関との連携を行うことに考えが至るこ
とも無かった。そのため、内部の事情だけを考慮して、ATCC で使用していた Folio データベースシステムを導入
し、そのＷＷＷ公開用のＣＧＩツールである SiteDirector(R)を使用してＷＷＷに情報を公開するという極めて安
易な方法を採用した。
このような状況の中で、情報公開の重要性について徐々に気がつくこととなり、素人が独自のＷＷＷサーバを構
築していることへの疑問や不安が湧いてきたことが本研究班に是非参加をさせていただきたいと考えた当初の理由
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であった。特に、他の研究機関との連携を如何に取るかについてのノウハウを吸収することは大きな課題であった。
このような事情から、私が設定した研究目的は次の課題であった。
ア） 細胞バンク専用のＷＷＷサーバをハード・ソフト両面から構築し直すこと
イ） 既に提供していた細胞バンクのコンテンツの形式を改善すること
ウ） 新たなコンテンツとして画像情報の公開を推進すること。
エ） 技術的に可能になれば細胞分裂の様子を提供する動画情報の公開を試みること。
オ） 細胞バンクの業務の進展に伴って可能になる新しい情報の公開を検討すること。

このうち、目的のア）からウ）までは、第Ⅰ期において完了した。概略は、次のとおりである。本研究班が発
足するまで当該細胞バンクで使用していた WWW サーバは、ハードウエアとしてはビジネス用の小型コンピュータ
（PC）であり、ハードディスク容量も 1Ｇバイト程度の小さなものであった。また、ＷＷＷサーバを構築するため
のソフトウエアは、Folio 社の SiteDirector を使用した。しかし、このサーバシステムは Folio で構築したデー
タのみを WWW に公開するという限定されたシステムであったので、研究班の専門家の方々からアドバイスを得て、
このシステムの改良を最初に試みた。
最初に実施した改良は、ハードウエアの改善であった。分担研究者の能力とその範囲でベストな選択をするこ
とを目的に、デュアルプロセッサを搭載した PC サーバ機を導入した（Compaq Proliant 2500）。その際ハードデ
ィスク容量も 45Gb 程度に増強した。また、故障等への対応を考えてテープバックアップシステムを設置すること
とした。また、オペレーションシステムにはそれまでの経験を踏まえて WindowsNT を導入したが、後に LINUX に
変更し、WWW サーバも Apache を導入してシステムを再構築して安定した運用を試みた。その後、さらにシステム
の安全性を確保することを目的に控えの LINUX マシン（Compaq Proliant 3000）を増設し、NFS を利用した自動バ
ックシステムを構築した。
このようなハードウエアの改良を実施した後、Folio の使用を中止し、HTML 書式に則った最も基本的なファイ
ル形式で運用するよう改良した。これにより、JST による検索ロボットが当該細胞バンクのデータを検索し、共用
データベースに提供する基盤が確立することとなった。
こうした改良に伴い、それまで運用していた細胞バンクにおける内部管理のためのデータベースシステムとＷ
ＷＷで一般公開する細胞バンク情報公開システムとの間の関係についても再検討をする必要に迫られることにな
った。特に dBASE 言語で書かれていた細胞バンク管理システムを Windows 上で稼動するシステムに書き換える作
業に迫られ、当該研究班第Ⅰ期において、書き換え作業を実施した。その際、重視したのは業務の管理に使用し
ているデータベースについてはセキュリティーを重視し、直接外部には公開しない前提でコンバータープログラ
ムを開発して、データ更新と同時に HTML ファイルを作成できるようにして、内部情報と公開情報の更新が同時に
行えるようにした。これにより、常に新鮮な情報を利用者に提供できるようになった。
画像情報については、こうした改善の中でファイル名処理を行えるようにし、細胞培養や品質管理実験で発生
する画像データを着実に記録するシステムを構築した。これにより、1995 年以降現在までに約 5000 枚の画像デー
タを蓄積することとなり、
その大部分は WWW サーバを通じて各細胞の基礎データとして提供することが実現した。

3）第 II 期の研究目的
上記に概略したように、当該研究班の第Ⅰ期において、ハードウエアの整備、細胞バンク内部管理プログラムの
更新、WWW サーバの改良を実施した。これうした改善結果を利用してさらに効率的な研究資源情報提供システムを構
築することが第 II 期の目標となった。具体的な目標としては、上記 2）に記載した エ）細胞分裂の様子を提供する
動画情報の公開を試みることと、オ）細胞バンクの業務の進展に伴う新しい情報の公開を検討することである。
動画情報については、既に過去に試みたことはあるが、培養ならびに撮影装置の進歩が大変に早く、動画ファ
イルのフォーマットの改善もまだ進行中である。また、インターネットの回線速度が十分早くなっているわけで
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は無いので、こうした環境の中で最終的な画像フォーマットを決定してデータの蓄積を進めることにはまだ戸惑
いが残っている。そこで、第 II 期で試みたことは、数編の動画ファイルを作成して公開を試みることまでであり、
その評価を試みるに留めた。
一方、細胞バンク事業は順調に推移し、1998 年ごろから細胞の品質管理の中で新たな課題が生じることとなっ
た。すなわち、現在の生命科学研究においては、ヒトに由来する培養細胞を研究資源化することが極めて重要な
課題となってきているが、ヒトという同一生物種由来の多種類の培養細胞に生じる相互混入（クロスカルチャー
コンタミネーション）の問題を解決する実験的手段が 1998 年ごろ確立された。古典的には、染色体の分析やアイ
ソザイムの分析によって培養細胞を区別してクロスコンタミネーションの排除を試みてきたが同一種由来の細胞
を区別することは大変困難であった。しかし、これらに変わる新しい STR-PCR 法が登場したことにより、迅速か
つ正確にヒト培養細胞を相互に区別することが可能となりクロスカルチャーコンタミネーションを防止する有力
な手段となったのである。
そこで、急遽この方法を導入し日常的な細胞バンク運営の改善を実施すると同時に、この実験から生み出され
る情報を研究者に提供するシステムを構築することが緊急の課題となった。そこで、このシステムを構築するこ
とを第ⅠⅠ期の目標とした。これは、上記オ）の『細胞バンクの業務の進展に伴う新しい情報の公開』の検討に
対応する具体的課題である。

研究方法
STR-PCR 法による培養細胞の識別は、9 箇所に分散した遺伝子座を利用して各領域で観察される反復配列の出現
回数を細胞ごとに測定し、その回数を細胞間で比較する方法である。従って、このシステムを確立するにはまず
実験が安定して実施されなければならないために、その検討を最初に実施した。これはウエットな実験系であり、
これを実施することは本研究班の主要目的では無い。しかし、この実験が存在しなければ、そこから発生するデ
ータを解析することは出来ないので、重要な関連を持っていると認識することは重要である。
本研究の課題は、ここから発生するデータの処理方法と、その後の公開方法の 2 点についてシステムを構築す
ることとなる。そこで、使用した機器は既に構築した PC サーバであり、LINUX をオペレーションシステムとして、
APACHE を WWW サーバシステムとして利用した。プログラムは WWW から呼び出す CGI として作成することとして、
そのプログラムは Perl を使用することとした。

研究成果
1）細胞識別データベースの構築と情報公開システムへの組込み
STR-PCR 実験から発生するデータは、ヒト細胞株識別データベースとして構築することとし、ファイルフォーマ
ットは極めて単純なテキストデータにした（表－1）。

14

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

表－１

STR-PCR データベースのフォーマット

このデータベースは１７フィールドで構成されたテキストデータファイルである。フィールド間はカンマで区切
り、データは半角英文字に限定した。左から３つのフィールドは順に細胞の番号、細胞名、培養ロット番号が記
録される。第４番目から１２番目のフィールドには細胞識別のための「０/１」データを記録するためのフィール
ドで、順に特定のプライマーに対応したデータを記録する。その後「#」で示された予備フィールドを一つ置いて、
対応する画像ファイル名を記録するフィールドを３つ配置し、最後に予備フィールドを一つ設けている（「＄で示
されている」）
。
表－1

データは、1 つの細胞のデータを一行で示し、各項目（フィールド）はカンマで区切った。各フィールドは最初
から 3 項に細胞の番号、細胞名、ロット番号を記録し、4 項目目から 12 項目目までに STR-PCR で得られたデータ
を記録した。その順番は D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, vWA, TH01, Amelogenin, TPOX, CSF1PO の各遺伝
子座のデータが配置されている。この後ろには予備のデータフィールドを一つ置いて、画像データのファイル名
データを 3 つまで入力できるようにし最後に一つの予備フィールドを置いた。
これらの遺伝子座を利用した STR-PCR 分析を使った細胞のクロスコンタミネーションの検出については、米国
の ATCC や英国の ECACC などでも我々とほぼ同じ時期に開始しているが、データの記述方法は異なっている。彼ら
は、各遺伝子座の名称と検出されたピークの位置を組み合わせて D7S820/11 等と記載している。我々は、より生
のデータに近い記述法により直感的な理解をしたほうが分かりやすいだろうと考え、表－1 のような記述方法を採
用することにした。従って、各ヒト細胞は 76 桁の 2 進数に類似した形式のデータが付随することになり、細胞の
相互比較はこれらの 76 桁のパタンを相互比較することによって比較した 2 細胞が同一細胞か否かの判断を下すこ
ととした。
比較は次の式によって評価（ＥＶ）値を算出して行った。

(比較している 2 つの細胞で同一位置に出現した"1"の数) x 2
EV = -------------------------------------------------------------------------------(比較している片方の細胞で出現した”1”の数) + (もう一方の細胞で出現した”1”の数)
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2 つの細胞が完全に一致した場合の EV の値は 1.000 となり、完全に一致しない場合は 0.000 となる。問題は、
実験の条件やエラーなどにより同一細胞であっても必ず 1.000 となるとは限らないので、そこをどのように評価
するかである。
現在までに、当該細胞バンクで収集したヒト培養細胞 350 種類について調べたが、この中には 45 の HeLa 細胞
ならびにそのクロスコンタミネーションと考えられてきた細胞のデータを含んでいる。この 45 には、同一の HeLa
細胞であっても培養した時期が異なったり、保存経過が異なったりするものも含んでおり、これらのデータ全て
をこの式に当てはめて計算してみると、EV 値は 0.788 から 1.000 までと当初の予想を越えてはるかに広く分布し
ていた。そこで、数値のみで比較すると誤認する可能性がかなり高いことが明らかになったので、我々は EV 値を
0.5 づつ 20 のチャンネルに区切り、各チャンネルへの出現頻度を計算して頻度分布グラフを作成してクロスコン
タミネーションの有無を判定することにした（図－1）。

図－1

頻度分布図によるHeLa細胞及びそのクロスコンタミネーション出現の様子

このように HeLa 細胞では EV 値の出現頻度分布図は 2 つのピークに分離した（図－1）。一つのピークは EV 値 0.645
以下に出来、もう一つは 0.857 以上に出来た。このグラフでは基準細胞が HeLa 細胞なので 0.857 以上に出現した
小さな山の中に入る細胞が全て HeLa 細胞であると判定でき、0.645 以下に出現したグループは HeLa 細胞と異なる
細胞であると判定することが出来るであろう。しかし、この図で 0.788 という EV 値を持つ細胞が両者の山の中間
に出現した点は興味深い。こうした結果が出た場合には、この細胞の実験データが正しかったのか否かを疑うこ
とが出来る。従って、こうしたものについては、実験系ならびにその後の分析過程を見直すために再実験を試み
て、この値が正しいか否かについてさらに詳細な検討を試みることが重要である。
このように分布グラフまで作成すると、直感的に細胞の相互混入の有無を判定することができるために、こう
した情報までも利用者たる研究者に提供することが重要であろう。そこで、ウエットな実験系を元にして、そこ
で発生するデータのデータベース化、クロスコンタミネーション発生の有無の確認、得られたデータと判定結果
の公開という課題を設定して、これをこれまでに確立してきた細胞バンク情報管理システムの中に組み込んで研
究者に提供する総合的な情報システムを構築することとした。
表－1 に示したデータの各レコードは細胞番号、細胞名、培養ロットの 3 つのフィールドを使用して相互に区別
している。そのため、同じ細胞を複数回培養した場合も相互に区別して管理し比較検討できる。従って、異種の
細胞が実は同じ物であったというクロスコンタミネーションを迅速に検出することが出来ると同時に、同一細胞
が別の細胞に取り違えたというような場合のエラーも検出することも可能であるし、同一人から採取した複数の
細胞種のような場合も、原則的には同じ細胞という形で実証できることになる。
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いずれにせよ、培養した細胞の STR-PCR パタンが同じになったものがあるのかどうかを確認しつつ、クロスコ
ンタミネーションの可能性を実証的に考察することが可能な新しい細胞を特定するためのデータセットであると
考えることが出来る。
こうしたコンセプトを実用化するために、ア）データ入力部、イ）データ確認・修正部、ウ）データ公開部の 3
つの主要プログラムを作成することとした。特にウ）のデータ公開部については、実験において発生する 1 次デ
ータまでを公開して利用者が直接結果を確認できるようにすることを重視した。そのために DNA シークエンサー
（ABI model 310）から出力されるチャートを画像データとして記録してそれも提供することにした。そのため、
表－1 のデータベースの中にもこれらの画像ファイルのファイル名を記録することにし、3 つの画像データ用フィ
ールドを設けた。
上に述べた 3 つの主要なプログラムは、操作性を考慮して全てインターネットブラウザーから CGI を通じて利
用できるようにした。但し、データ入力部（ア）と確認・修正部（イ）については、外部から不用意にアクセス
されると情報の安全性を保てないので、細胞バンク内部の職員のみがアクセスできる特別な URL から入り、さら
に 2 重のパスワード保護をかけることにした。
このように、これらのデータ入力や修正については全て WWW ブラウザ上で行い、入力したデータは全て上記の
プログラムに渡して後の処理を行うこととした。また、処理後のデータは、データベースに記録した後、必要に
応じて表示部のプログラム（ウ）を介して WWW ブラウザに渡されてブラウザ上に表示されるようデザインした。

ア）データ入力部
ここでは、表－1 に記録するデータを全て手作業で入力する。DNA シークエンサで得られたデータを自動的に変
換するシステムも考えたが、手作業でデータ入力する作業を通じてデータの確認を行えることや、担当者がじっ
くりデータを眺めるという機会が与えられることによって実験系の不備などについて気がつくことが多いことを
考慮して自動化しないこととした。

イ）データ確認・修正部
ここでは、一度データベースに記録したデータに誤りを発見した場合、実験上の問題から修正の必要が発生し
た場合への対応として、データの修正を実施できるようにした。そのため、一覧表から目的の細胞に対応したデ
ータを素早く抽出できるよう簡単な検索プログラムを組み込むこととした。また、データの一覧表示は全て統一
した表書式として、各細胞番号の行頭に修正ボタンを配置して、容易に修正モードに入れるようにした。

ウ）データ公開部
データベースに記録したデータは、Perl による CGI プログラムで WWW のホームページ上に表示することとした。
このプログラムは細胞バンクのホームページ上にリンクされているので、ここを訪れた者は誰でも参照して各自が必
要としている細胞がヒト由来細胞であるなら誤りの有無を直接確認することが出来る。データ表示部のプログラムで
は一切データの書込みは許可していないので、データベースが悪意の利用者によってかく乱される心配は無い。
また、このデータには EV 値がソートして表示されるが既に述べたように数値のみで細胞のクロスコンタミを確認
することは難しい。そこで、一定の EV 値の幅に分割した領域への細胞出現頻度をグラフ化して表示できるように
した。このグラフを参照することによって利用者は、確実に細胞がユニークなものであるか否かを確認すること
が出来るであろう。[プログラム別添 IV]

2）動画データベースの作成
我々は昨年までに、培養細胞を利用するために必要な様々な情報を提供するシステムを開発して運用してきた。
ここでは学術情報、培養時に発生する情報、文献情報などに加えて、細胞の形態、汚染状況、凍結時の様子、染
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色体の形態、アイソザイム検査結果など様々な実験情報を画像を利用して提供するシステムを確立した。このシ
ステムにおいては画像を含むあらゆる情報についてアップデートした新しい情報を提供するというコンセプトを
確立している点がこれまでに作成された旧来の培養細胞情報提供と大きく異なる点である。この中で、写真で提
供している細胞の形態は、利用者が細胞を入手後誤り無く培養に成功したか否かを確認するうえで大変重要であ
り、相応の評価を頂いている点である。しかし、細胞は実際に培養してみると分かることであるが、培養の経過
とともに形態変化や移動が激しく動的に見ないとそれぞれの細胞の性質を把握できないということも多々あるも
のである。こうした問題は、数枚の静止画では把握できない点であり、可能であれば動画で撮影してそれをイン
ターネットで提供できるように出来ないかということを考えてきた。しかし、画像データは、多数の画像データ
から構築されることを考えるとファイルサイズが巨大になるため、インターネットを通じて提供することについ
ては技術的に困難があった。
しかし、近年 ADSL 等、高速のインターネット回線の普及が開始され、そろそろ画像データの提供を現実の課題
として位置付けて作業を始める時期に来たと判断した。恐らく、ここ 2-3 年のうちには画像データをストレス無
く利用できるようになるであろう。
そこで、2001 年夏より、細胞増殖の様子を動画で記録するシステムの構築を再度開始することとした。既に、
1996 年頃から顕微鏡装置に CCD カメラを取り付け、画像のタイムラプス取り込みのシステムを構築して、数種類
の細胞について mpg フォーマットの動画データの作成を試み、WWW 上での利用について検討を行った経験がある。
画像取り込み部の装置はその後大きな進展は無く、原理的に当時の方法でデータを取り込むことが可能なので、
それをまず利用することとした。問題は、画像データファイルであるが、最近では mpg フォーマット以上の圧縮
率を持ちファイルサイズを小さくできるｒｍフォーマットなどが利用できるようになったため、そうしたフォー
マットの検討を開始した。
これらは現在、動画データの蓄積を開始したところであり、まだ、公開できる状況にまでは至っていないので、
今後さらに整備を進めていく予定である。ただ、基本的な考え方は画像データの場合と同じように動画データの
ファイル名をデータベースに記録しておいて、html ファイル出力時にリンクを自動作成して、WWW 上で動画を見
ることができるようにするというものである。

考

察
当該研究班が発足して以後、培養細胞研究資源を公的な細胞バンク事業として取扱い多くの研究者に提供して

いる当研究所においてはデータベース構築は大きく進展した。わが国で細胞バンク事業が始めて発足した 1984 年
には、小型のコンピュータが市場に投入されてまだ 4 年しか経っていなかった時代であり、本格的なデータベー
スを構築するソフトウエアも dBASE の他に 1-2 種類しか無いという状況であり、データを保存する外部保存装置
も数メガバイト程度のもので大変高価なものでもあった。しかし、そうした状況下でもそれを駆使して情報をデ
ータベース化するという方針で臨んだことは結果的に誤りでは無かったと思われる。しかし、そうした作業に携
わった当該分担研究者はあくまでも情報処理については素人であり、独学によって進めなければならないという
環境であった。それが、当研究班に参加する機会をいただき生物情報の専門家の方々との交流の機会を得たこと
は、培養細胞研究資源データベースをより効率的なものとして発展させるうえで大変重要であった。
その一例として、自己組織内において完結するデータベースシステムでは、他研究機関との協力体制を確立す
るうえで障害となることが明確に指摘され、ここを大幅に改善した点は当該細胞バンクのデータベースを発展さ
せるうえで極めて有意義であった。
これを大幅に修正したことによって、科学技術振興事業団で構築した研究資源検索システムが当該細胞バンク
で蓄積してきた培養細胞研究資源情報を、利用することができるようになり、より多くの研究者に情報を提供す
ることが可能になった。この改善のために、ほぼ半年という時間を要したが、今後このシステムが継続的に活用
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されることを考えると、指摘をいただいたことや、それに対応した改善作業を実施したことは大変有意義であっ
たと評価できる。
また、こうした作業をするにあたり、それまで使用していた小型の個人用の小さなコンピュータを WWW サーバ
やファイルサーバに使っていた状況から、当該研究班の資金を得て、サーバ専用機を導入し、オペレーションシ
ステムを LINUX と改善したことも情報提供業務を安定に推進する環境を構築するうえで大変インパクトがあった。
そのため、LINUX を扱えるよう担当者が大いに勉強しなければならないという問題はあったものの、そうした点を
クリアして安定して LINUX システムを運用できるようになったことは今後さらに当該システムを発展させるうえ
でも役立つものと思われる。
その後、さらに、細胞バンク事業本体のほうで、クロスコンタミネーションを防止するための実験系の導入が
始まったが、この実験から発生する情報を利用者たる研究者に迅速に提供し、かつそれぞれの利用者がなるべく
生のデータからクロスコンタミネーションの実情を直接確認できるようなシステムを構築すべく培養細胞識別
（CellID）システムを構築することを後半第 II 期の課題としたが、第Ⅰ期において LINUX システムと Apache に
よるサーバ構築を完了していたことからごく自然に Perl 言語による CGI プログラムによって処理をするという方
針を立てることができた。これにより極めて容易に高度な検索・分析・データ評価のシステムを構築できたこと
は大変に有意義だったと思われる。第 II 期に確立した細胞の個別識別システムは、日常的な細胞バンク運営にお
いても、細胞の相互のクロスコンタミネーションを防止しつつ細胞の収集を進めるうえで、重要な鍵になるシス
テムでありかつ有効な情報公開システムとして機能し続けることになると思われる。
このような研究を通じて、深く感じる点は、細胞バンク設立以前においても培養細胞の情報を調査してデータ
ベース化する努力はあったが、それらは、情報収集後報告書を作成した後はデータベースとしての意義を有効に
果たすことはほとんど無かった。細胞は生きた研究資源として利用されるものであることを考えると、日々の研
究により新しい情報が附加されるべきもので、それに基づく更新作業がなされないものは自然と陳腐化されてし
まうということが大きな理由であると思われる。また、情報は常時公開され続けることによって、情報を更新す
る動機が生まれるというものであるという点についても情報を提供する立場にある私どもは考えなければならな
い課題ではないかと考えるようになってきた。つまり、古い情報をいつまでも公開し続ければ、利用者である研
究者から強い指摘を受けることになり、これは情報を更新する作業を実施しなければならないという強い動機と
なることを意味するのである。
この点については、データベースを新たに構築することについては国が研究費を提供するということが認めら
れているが、データベースの修正・維持についても意識して研究費等のサポートを行わなければ、有効な情報公
開がなされないであろうことを予感させるので、今後改善が望まれる点であると思われる。
なお、今期動画をデータベース化することも合わせて試みることとしたが、次の理由によって、これは試みの
みで研究課題としては完了することが出来なかった。
すなわち、ネットワークの回線速度の向上は近年著しいものの大容量の動画データベースを利用するにはまだ
不満が残る速度である。回線速度に合わせて動画のフォーマットを変更することも試みたが、画面サイズを縮小
すると研究用の情報としては不十分なものとなり、受容することができなかった。また、別のフォーマットに変
更することによる画像の不鮮明さが気になる点でもあった。
しかし、恒常的に動画を撮影するための顕微鏡撮影装置の構築は実施したので、動画情報は今後ゆっくりとでは
あるが蓄積してゆく環境は整った。ファイル名を基準にしたデータ記録方式は画像データに準じて固まっているので、
データベースへの登録も動画が撮影できた段階で進行する。本報告書としては、紹介はしないが、このように動画デ
ータをデータベース化する基盤の構築は完了したので、充実した整備は今後の課題とすることとした。
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[プログラム別添Ⅰ]
図－2 データ入力部

[プログラム別添 II]
図－3 データ表示、修正部
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図－4

図－5

[プログラム別添 III]
解析結果表示部の EV 値一覧表

EV 値確認のための細胞出現頻度分布グラフ。
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[別添プログラムＩ]
データ入力部プログラム

他の[別添プログラム]はページ数が多くなるので掲載を省略した。必要があれば JCRB 細胞バンクに連絡のこと。提供可。

プログラム開始-----------------------------------------------------------------------------------

#!/usr/bin/perl
###############################################################################
# STR-PCR データ管理プログラム
###############################################################################
####### 関連ファイル #######
$data_file
= './str_data.txt';
# STR-PCR データファイル
$admin_cgi
= './str_admin.cgi';
# STR-PCR データ管理用プログラム
$search_cgi
= './str_search.cgi';
# 検索エンジン CGI プログラム
$compare_cgi
= './str_compare.cgi';
# STR-PCR データの比較 CGI プログラム
$viewlist_cgi
= './str_viewlist.cgi';
# 現在利用できる細胞の全リスト
$graph_cgi
= './str_graph.cgi';
# EV 値の分布をグラフで表示
$searchform_html = '/str2/str_searchform.html';
# 検索をするためのフォーム（HTML ファイル）
$html_dir
= '/str2/';
# HTML ファイルを格納しているディレクトリ（必ず/まで含める）
$pic_dir = 'http://cellbank.nihs.go.jp/pictures/';
# 画像データファイルを保存してあるディレクトリ（必ず/
まで含める）
####### パラメータ設定 #######
$p_max
= '20';
# 1 ページに表示する最大データ数
$title = 'Cell Line List <BLINK>for Administrator</BLINK>'; # タイトル
$mod_form_title = 'STR-PCR Data Modification Form';
# 修正用フォームのタイトル
$regist_form_title = 'STR-PCR Data Registration Form';
# 登録用フォームのタイトル
$title_color = '#AA0000';
# タイトルの文字色
$bgcolor = '#EFEFFC';
# 背景色
$table_bgcolor = '#F0F8FF';
# データ出力テーブルの背景色
$item_bgcolor = '#C4DFE4';
# テーブルの項目名部分の背景色
$javawindow_width = '710';
# JavaScript で画像を開くときのウィンドウの横のサイズ
$javawindow_height = '535';
# JavaScript で画像を開くときのウィンドウの縦のサイズ
##### セッティングファイルの読み込み #####
require './str_setting.pl';
##### 文字コード変換サブルーチンの呼び出し #####
require '../jcode.pl';
####### 受け取ったデータを処理する #######
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
read (STDIN,$all_formdata,$ENV{'CONTENT_LENGTH'});
}
else {
$all_formdata = $ENV{'QUERY_STRING'};
}
@formdata_pair = split(/＆/,$all_formdata);
foreach $formdata_pair (@formdata_pair) {
($key,$value) = split(/=/,$formdata_pair);
$value =~ tr/+/ /;
＆jcode'convert(*value,'euc');
$value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C",hex($1))/eg;
$value =~ s/＆/＆amp;/g;
$value =~ s/\"/＆quot;/g;
$value =~ s/\t/ /g;
$value =~ s/</＆lt;/g;
$value =~ s/>/＆gt;/g;
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$value =~ s/\r\n/<BR>/g;
$value =~ s/\r/<BR>/g;
$value =~ s/\n/<BR>/g;
$FORMDATA{$key} = $value;
}
####### プログラムのモードを選択 #######
$mode = $FORMDATA{'mode'};
if ($mode eq 'list')
{ ＆list; }
elsif ($mode eq 'search')
{ ＆search; }
elsif ($mode eq 'registration_form')
{ ＆registration_form; }
elsif ($mode eq 'register')
{ ＆register; }
elsif ($mode eq 'modification_form')
{ ＆modification_form; }
elsif ($mode eq 'modify')
{ ＆modify; }
elsif ($mode eq 'delete')
{ ＆delete; }
###
STR-PCR データリストの表示
###
sub list{
####### 表示するページを変数 $page に格納 #######
$page = $FORMDATA{'page'};
####### ソートタイプを変数$sort_type に格納 #######
$sort_type = $FORMDATA{'sort_type'};
####### 全データを配列に格納 #######
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
if ($sort_type eq 'cellno'){
＆sortby_cellno;
}
elsif ($sort_type eq 'cellname'){
＆sortby_cellname;
}
####### データファイルの先頭の行からデータの個数と更新日を取得する #######
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$DATA[0]);
####### 全データ数と 1 ページに表示する最大データ数から全ページ数を取得 #######
$allpage = int($data_count / $p_max) + 1;
####### 1 ページに表示する最大データ数 $p_max と表示するページ $page から表示するデータの始まりと終わりの Data
No.を計算する。 #######
$data_start = $p_max * $page - ($p_max - 1);
$data_end = $p_max * $page;
if($data_end > $data_count){
$data_end = $data_count;
}
####### HTML 形式でリストを表示 #######
＆HTML_header;
##### データテーブル上部のページ情報部分の表示 #####
print "<FONT SIZE=\"+2\" COLOR=\"$title_color\"><B>$title</B></FONT>(<B>$data_start</B> - <B>$data_end</B> of
<B>$data_count</B>)<DIV ALIGN=\"right\"><B>Last update:</B>$update</DIV>\n";
print "<HR>\n";
print "<TABLE>\n";
print "<TR>\n";
if ($page != 1){
$previous = $page - 1;
print "<TD>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"page\" VALUE=\"$previous\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"sort_type\" VALUE=\"$sort_type\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"list\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\" Previous page \">\n";
print "</FORM>\n";
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print "</TD>\n";
}
elsif ($page == 1){
print "<TD>\n";
print "<FORM>\n";
print "<INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"----------\">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
}
if ($page < $allpage){
$nextpage = $page + 1;
print "<TD>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"page\" VALUE=\"$nextpage\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"sort_type\" VALUE=\"$sort_type\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"list\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"
Next page \">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
}
elsif ($page == $allpage){
print "<TD>\n";
print "<FORM>\n";
print "<INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"----------\">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
}
print "<TD>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"page\" VALUE=\"1\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"sort_type\" VALUE=\"cellno\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"list\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Sort by Cell No.\">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
print "<TD>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"page\" VALUE=\"1\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"sort_type\" VALUE=\"cellname\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"list\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Sort by Cell Name\">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print "<TD>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"registration_form\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Registration\">\n";
print "</FORM>\n";
print "</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\" VALIGN=\"top\">Search Cell No.：</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\" COLSPAN=\"2\">\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"search\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"cellno\" SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"12\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Search\">\n";
print "</FORM>\n";
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print "</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
##### データリストを表! ｦ #####
print "<TABLE BGCOLOR=\"$table_bgcolor\" BORDER CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR BGCOLOR=\"$item_bgcolor\">\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Cell No.</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Cell Name</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Lot No.</TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d5s818.html\">D5S818</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">7-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d13s317.html\">D13S317</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">7-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d7s820.html\">D7S820</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-14</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d16s539.html\">D16S539</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">5,8-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"vwa.html\">vWA</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">11,13-21</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"th01.html\">TH01</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">5-11</FONT></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"$html_dir" . "am.html\">AM</A></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"tpox.html\">TPOX</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-13</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"csf1po.html\">CSF1PO</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-15</FONT></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic1</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic2</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic3</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Date</TD>\n";
print "</TR>\n";
for($i = $data_start; $i <= $data_end; $i++){
chomp($DATA[$i]);
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$DATA[$i]);
print "<TR>\n";
print "<TD><FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"modification_form\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"datano\" VALUE=\"$datano\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Modify\">\n";
print "</FORM></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$cellno</A></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$cellname</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$lotno</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D5S818</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D13S317</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D7S820</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D16S539</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$vWA</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$TH01</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$AM</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$TPOX</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$CSF1PO</TD>\n";
if ($pic1 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
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else{
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic1\');\">$pic1</A></TD>\n";
}
if ($pic2 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
else{
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic2\');\">$pic2</A></TD>\n";
}
if ($pic3 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
else{
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic3\');\">$pic3</A></TD>\n";
}
print "<TD ALIGN=\"center\">$date</TD>\n";
print "</TR>\n";
}
print "</TABLE>\n";
＆HTML_footer;
}
###
修正するデータの検索
###
sub search {
$query_cellno = $FORMDATA{'cellno'};
($query_cellno_l = $query_cellno) =~ tr/A-Z/a-z/;
####### DataFile から Query と一致したデータを抜き出し、配列に格納 #######
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
####### 全データの配列@DATA から先頭行(全データ数、更新日)を抜き出す #######
$top_data = shift(@DATA);
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$top_data);
####### 全データの配列@DATA の$cellno と要求された$query_cellno を比較し、一致したら@hit_list に格納する #######
foreach (@DATA){
chomp;
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$_);
($cellno_l = $cellno) =~ tr/A-Z/a-z/;
if($cellno_l eq $query_cellno_l){
push(@hit_list,$_);
}
}
####### @hit_list に何も入っていなければ、検索対象が見つからなかったというメッセージを出力する。 #######
$hit_list_data = @hit_list;
if ($hit_list_data == 0){
＆HTML_header;
print "<H3>Your query data is not exist.</H3>\n";
＆HTML_footer;
exit;
}
＆HTML_header;
print
"<FONT
SIZE=\"+2\"
COLOR=\"$title_color\"><B>$title</B></FONT><DIV
ALIGN=\"right\"><B>Last
update:</B>$update</DIV>\n";
print "<HR>\n";
print "<TABLE BGCOLOR=\"$table_bgcolor\" BORDER CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR BGCOLOR=\"$item_bgcolor\">\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"></TD>\n";
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print "<TD ALIGN=\"center\">Cell No.</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Cell Name</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Lot No.</TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d5s818.html\">D5S818</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">7-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d13s317.html\">D13S317</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">7-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d7s820.html\">D7S820</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-14</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"d16s539.html\">D16S539</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">5,8-15</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"vwa.html\">vWA</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">11,13-21</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"th01.html\">TH01</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">5-11</FONT></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"$html_dir" . "am.html\">AM</A></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"tpox.html\">TPOX</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-13</FONT></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><A
HREF=\"$html_dir"
.
"csf1po.html\">CSF1PO</A><BR><FONT
SIZE=\"-1\">6-15</FONT></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic1</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic2</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Pic3</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">Date</TD>\n";
print "</TR>\n";
foreach $HIT_DATA (@hit_list){
chomp($HIT_DATA);
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$HIT_DATA);
print "<TR>\n";
print "<TD><FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"modification_form\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"datano\" VALUE=\"$datano\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Modify\">\n";
print "</FORM></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$cellno</A></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$cellname</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"left\">$lotno</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D5S818</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D13S317</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D7S820</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$D16S539</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$vWA</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$TH01</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$AM</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$TPOX</TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">$CSF1PO</TD>\n";
if ($pic1 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
else{
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic1\');\">$pic1</A></TD>\n";
}
if ($pic2 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
else{

28

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic2\');\">$pic2</A></TD>\n";
}
if ($pic3 eq ''){
print "<TD ALIGN=\"center\">-</TD>\n";
}
else{
print "<TD ALIGN=\"center\"><A HREF=\"JavaScript:open_window(\'$pic_dir$pic3\');\">$pic3</A></TD>\n";
}
print "<TD ALIGN=\"center\">$date</TD>\n";
print "</TR>\n";
}
print "</TABLE>\n";
＆HTML_footer;
}
###
Registration Form の表示
###
sub registration_form{
＆HTML_header;
print "<HEAD>\n";
print "<TITLE>$regist_form_title</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<CENTER><FONT SIZE=\"+2\" COLOR=\"$title_color\"><B>$regist_form_title</B></FONT></CENTER>\n";
print "<HR>\n";
print "<CENTER>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"register\">\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"7\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Cell No.</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"cellno\"
SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"12\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Cell Name</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"cellname\"
SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"20\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Lot No.</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"lotno\"
SIZE=\"13\" MAXLENGTH=\"13\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<HR WIDTH=\"80%\">\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">D5S818</TD><TD ALIGN=\"center\">D13S317</TD><TD ALIGN=\"center\">D7S820</TD><TD
ALIGN=\"center\">D16S539</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"D5S818\" SIZE=\"9\" MAXLENGTH=\"9\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"D13S317\" SIZE=\"9\" MAXLENGTH=\"9\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"D7S820\" SIZE=\"9\" MAXLENGTH=\"9\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"D16S539\" SIZE=\"11\" MAXLENGTH=\"11\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\">vWA</TD><TD
ALIGN=\"center\">TH01</TD><TD
ALIGN=\"center\">AM</TD><TD
ALIGN=\"center\">TPOX</TD><TD ALIGN=\"center\">CSF1PO</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
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print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"vWA\" SIZE=\"11\" MAXLENGTH=\"11\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"TH01\" SIZE=\"7\" MAXLENGTH=\"7\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"AM\" SIZE=\"2\" MAXLENGTH=\"2\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"TPOX\" SIZE=\"8\" MAXLENGTH=\"8\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"CSF1PO\" SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"10\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"7\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data1：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic1\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data2：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic2\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data3：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic3\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Date ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"date\" SIZE=\"10\"
MAXLENGTH=\"10\"></TD>\n";
print "<TD></TD><TD></TD>\n";
print "<TD></TD><TD></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Register\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"reset\" VALUE=\"Reset\">\n";
print "</FORM>\n";
＆HTML_footer;
}
###
新規データの登録
###
sub register{
##### 登録データを変数に格納 #####
$cellno
= $FORMDATA{'cellno'};
$cellname = $FORMDATA{'cellname'};
$lotno
= $FORMDATA{'lotno'};
$D5S818
= $FORMDATA{'D5S818'};
$D13S317
= $FORMDATA{'D13S317'};
$D7S820
= $FORMDATA{'D7S820'};
$D16S539
= $FORMDATA{'D16S539'};
$vWA
= $FORMDATA{'vWA'};
$TH01
= $FORMDATA{'TH01'};
$AM
= $FORMDATA{'AM'};
$TPOX
= $FORMDATA{'TPOX'};
$CSF1PO
= $FORMDATA{'CSF1PO'};
$pic1
= $FORMDATA{'pic1'};
$pic2
= $FORMDATA{'pic2'};
$pic3
= $FORMDATA{'pic3'};
$date
= $FORMDATA{'date'};
if ($cellno eq '' or $cellname eq '' or $lotno eq ''){
＆HTML_header;
print "<H3>You must enter the Cell No. , the Cell Name and the Lot No..</H3> \n";
＆HTML_footer;
exit;
}
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####### 全データを配列に格納 #######
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
##### 全データの配列@DATA から先頭行(全データ数、更新日)を抜き出す #####
$top_data = shift(@DATA);
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$top_data);
##### Data No.を取得 #####
$datano = $last_datano + 1;
##### 登録するデータを変数に格納 #####
$REGISTRATION_DATA
=
"$datano\t$cellno\t$cellname\t$lotno\t$D5S818\t$D13S317\t$D7S820\t$D16S539\t$vWA\t$TH01\t$AM\t$TPOX\t$CSF1PO\t$pi
c1\t$pic2\t$pic3\t$date\n";
##### Last_DataNo と Data_Count を 1 増やし、更新日を取得 #####
$last_datano++;
$data_count++;
$update = localtime(time);
$top_data = "$last_datano\t$data_count\t$update\n";
##### Data File を格納した配列@DATA に、1 行目に Data_Count と更新日、最終行に新規登録データを追加 #####
unshift(@DATA,$top_data);
push(@DATA,$REGISTRATION_DATA);
##### Data File を新規作成モードでファイルハンドルに結び付け、@DATA を書き込む。 #####
open(DATA,">$data_file");
print DATA @DATA;
close(DATA);
##### 書き込み完了のメッセージを表示する。 #####
＆HTML_header;
print "<H3>New data registration finished.</H3>\n";
＆HTML_footer;
exit;
}
###
Modification Form の表示
###
sub modification_form{
##### 修正するデータの Data No.を取得 #####
$mod_datano = $FORMDATA{'datano'};
##### 全データを配列に格納 #####
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
##### 全データの配列@DATA から先頭行(全データ数、更新日)を抜き出す #####
$top_data = shift(@DATA);
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$top_data);
##### 目的のデータを配列中から探す #####
foreach $DATA (@DATA){
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$DATA);
if ($datano eq $mod_datano){
$mod_data = $DATA;
last;
}
}
##### 目的のデータを修正用フォームに再構築 #####
##### 目的のデータ中の個々のデータを! ﾏ数に格納 #####
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$mod_data);
＆HTML_header;
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print "<HEAD>\n";
print "<TITLE>$mod_form_title</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<CENTER><FONT SIZE=\"+2\" COLOR=\"$title_color\"><B>$mod_form_title</B></FONT></CENTER>\n";
print "<HR>\n";
print "<CENTER>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"modify\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mod_datano\" VALUE=\"$mod_datano\">\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"7\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Cell No.</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"cellno\"
SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"12\" VALUE=\"$cellno\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Cell Name</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"cellname\"
SIZE=\"10\" MAXLENGTH=\"20\" VALUE=\"$cellname\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\"><B>Lot No.</B> ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"lotno\"
SIZE=\"13\" MAXLENGTH=\"13\" VALUE=\"$lotno\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<HR WIDTH=\"80%\">\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\">D5S818</TD><TD ALIGN=\"center\">D13S317</TD><TD ALIGN=\"center\">D7S820</TD><TD
ALIGN=\"center\">D16S539</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"D5S818\"
SIZE=\"9\"
MAXLENGTH=\"9\"
VALUE=$D5S818></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"D13S317\"
SIZE=\"9\"
MAXLENGTH=\"9\"
VALUE=\"$D13S317\"></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"D7S820\"
SIZE=\"9\"
MAXLENGTH=\"9\"
VALUE=\"$D7S820\"></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"D16S539\"
SIZE=\"11\"
MAXLENGTH=\"11\"
VALUE=\"$D16S539\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"5\">\n";
print "<TR>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\">vWA</TD><TD
ALIGN=\"center\">TH01</TD><TD
ALIGN=\"center\">AM</TD><TD
ALIGN=\"center\">TPOX</TD><TD ALIGN=\"center\">CSF1PO</TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"vWA\"
SIZE=\"11\"
MAXLENGTH=\"11\"
VALUE=\"$vWA\"></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"TH01\"
SIZE=\"7\"
MAXLENGTH=\"7\"
VALUE=\"$TH01\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"center\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"AM\" SIZE=\"2\" MAXLENGTH=\"2\" VALUE=\"$AM\"></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"TPOX\"
SIZE=\"8\"
MAXLENGTH=\"8\"
VALUE=\"$TPOX\"></TD>\n";
print
"<TD
ALIGN=\"center\"><INPUT
TYPE=\"text\"
NAME=\"CSF1PO\"
SIZE=\"10\"
MAXLENGTH=\"10\"
VALUE=\"$CSF1PO\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
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print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"7\">\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data1：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic1\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\" VALUE=\"$pic1\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data2：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic2\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\" VALUE=\"$pic2\"></TD>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Picture Data3：</TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"pic3\" SIZE=\"12\"
MAXLENGTH=\"12\" VALUE=\"$pic3\"></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "<TR>\n";
print "<TD ALIGN=\"right\">Date ： </TD><TD ALIGN=\"left\"><INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"date\" SIZE=\"10\"
MAXLENGTH=\"10\" VALUE=\"$date\"></TD>\n";
print "<TD></TD><TD></TD>\n";
print "<TD></TD><TD></TD>\n";
print "</TR>\n";
print "</TABLE>\n";
print "<BR>\n";
print "<BR>\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Modify\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"reset\" VALUE=\"Reset\">\n";
print "</FORM>\n";
print "<FORM METHOD=\"POST\" ACTION=\"$admin_cgi\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"mode\" VALUE=\"delete\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"del_datano\" VALUE=\"$mod_datano\">\n";
print "<INPUT TYPE=\"submit\" VALUE=\"Delete\">\n";
print "</FORM>\n";
＆HTML_footer;
}
###
データの修正
###
sub modify{
##### 書き換えデータを変数に格納 #####
$mod_datano = $FORMDATA{'mod_datano'};
$cellno
= $FORMDATA{'cellno'};
$cellname = $FORMDATA{'cellname'};
$lotno
= $FORMDATA{'lotno'};
$D5S818
= $FORMDATA{'D5S818'};
$D13S317
= $FORMDATA{'D13S317'};
$D7S820
= $FORMDATA{'D7S820'};
$D16S539
= $FORMDATA{'D16S539'};
$vWA
= $FORMDATA{'vWA'};
$TH01
= $FORMDATA{'TH01'};
$AM
= $FORMDATA{'AM'};
$TPOX
= $FORMDATA{'TPOX'};
$CSF1PO
= $FORMDATA{'CSF1PO'};
$pic1
= $FORMDATA{'pic1'};
$pic2
= $FORMDATA{'pic2'};
$pic3
= $FORMDATA{'pic3'};
$date
= $FORMDATA{'date'};
if ($cellno eq '' or $cellname eq '' or $lotno eq ''){
＆HTML_header;
print "<H3>You must enter the Cell No. , the Cell Name and the Lot No..</H3> \n";
＆HTML_footer;
exit;
}
$MOD_DATA
=
"$mod_datano\t$cellno\t$cellname\t$lotno\t$D5S818\t$D13S317\t$D7S820\t$D16S539\t$vWA\t$TH01\t$AM\t$TPOX\t$CSF1PO\
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t$pic1\t$pic2\t$pic3\t$date\n";
####### 全データを配列に格納 #######
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
##### 全データの配列@DATA から先頭行(全データ数、更新日)を抜き出す #####
$top_data = shift(@DATA);
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$top_data);
##### 更新日を取得 #####
$update = localtime(time);
$top_data = "$last_datano\t$data_count\t$update\n";
##### @DATA を 1 行ずつ読み込み、$mod_datano と$datano を比較し、一致したら書き換える。 #####
foreach $DATA (@DATA){
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$DATA);
if($datano == $mod_datano){
$DATA = $MOD_DATA;
}
}
##### Data File を格納した配列@DATA に、1 行目に Data_Count と更新日を追加する。 #####
unshift(@DATA,$top_data);
##### Data File を新規作成モードでファイルハンドルに結び付け、@DATA を書き込む。 #####
open(DATA,">$data_file");
print DATA @DATA;
close(DATA);
＆HTML_header;
print "<H3>Data Modification finished.</H3>\n";
＆HTML_footer;
exit;
}
###
データの削除
###
sub delete {
$delete_datano = $FORMDATA{'del_datano'};
####### 全データを配列に格納 #######
open(DATA,"$data_file");
@DATA = <DATA>;
close(DATA);
##### 全データの配列@DATA から先頭行(全データ数、更新日)を抜き出す #####
$top_data = shift(@DATA);
($last_datano,$data_count,$update) = split(/\t/,$top_data);
##### 更新日を取得し、データカウントを 1 つ減らす。 #####
$data_count--;
$update = localtime(time);
$top_data = "$last_datano\t$data_count\t$update\n";
##### @DATA を 1 行ずつ読み込み、$delete_datano と$datano を比較し、一致したら書き換える。 #####
foreach $DATA (@DATA){
($datano,$cellno,$cellname,$lotno,$D5S818,$D13S317,$D7S820,$D16S539,$vWA,$TH01,$AM,$TPOX,$CSF1PO,$pic1,$pic2,$pic
3,$date) = split(/\t/,$DATA);
if($datano == $delete_datano){
$DATA = '';
}
}
##### Data File を格納した配列@DATA に、1 行目に Data_Count と更新日を追加する。 #####
unshift(@DATA,$top_data);
##### Data File を新規作成モードでファイルハンドルに結び付け、@DATA を書き込む。 #####
open(DATA,">$data_file");
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print DATA @DATA;
close(DATA);
＆HTML_header;
print "<H3>Data deletion finished.</H3>\n";
＆HTML_footer;
}
####### Cell No.でソートをかける #######
sub sortby_cellno {
$top_data = shift(@DATA);
foreach(@DATA){
push(@KEYS,(split(/\t/))[1]);
}
@DATA = @DATA[sort {$KEYS[$a] cmp $KEYS[$b]; } $[..$#DATA];
unshift(@DATA,$top_data);
}
####### Cell Name でソートをかける #######
sub sortby_cellname {
$top_data = shift(@DATA);
foreach(@DATA){
push(@KEYS,(split(/\t/))[2]);
}
@DATA = @DATA[sort {$KEYS[$a] cmp $KEYS[$b]; } $[..$#DATA];
unshift(@DATA,$top_data);
}
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.1. 高品質データベースの構築と Web データベース化に関する研究

1.1.2. 原生動物および微小後生動物データベースの効率化に関する研究

独立行政法人国立環境研究所バイオエコエンジニアリング研究室
稲森

要

悠平

約
湖沼生態系の遷移や水処理施設の浄化に大きな役割を果たす自由生活性の原生動物（793 属）、輪虫類（155 属）、

線虫類（713 属）、貧毛類（100 属）の形態情報を文献から引用した文字情報に光学顕微鏡写真を組み合わせ、環
境研究所のホームページ（http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz）から公開した。収集した約 4，000 文献のう
ちＩＤ番号をつけた 3,600 件の論文名・著書・出典・論文所有の有無・要旨を公開した。また、主に排水処理施
設から単離したこれらの微小動物の継代培養を継続し、研究資材化をめざした。

研究目的
淡水や汽水の水界、底泥に生息する遊泳性あるいは水草などの植物に付着して生息する付着性の自由生活性の
微小動物（原生動物、輪形動物門輪虫類、線形動物門線虫類、環形動物門貧毛類）は様々な種類がその生態系に
適応して生息しているが、生息場所を左右する環境因子や生態学的位置づけは未解明な部分が多い。その理由の
一つとしてフィールド調査がほとんど行われていないことがあげられる。日本各地の湖沼に出現する原生動物・
輪虫類の調査は上野、山本、鈴木、羽田らが 1950 年から 1960 年にかけて、鈴木、田中らがその後、1970 年代か
ら現在に至るまで行っているが、残念なことに調査頻度が低いためにその湖沼の生態系の遷移などの解析に用い
ることができない。また、底質やデトリタスや沿岸域で生息する有殻アメーバ類・線虫類・貧毛類の調査はほと
んど行われていない。フィールド調査ができない理由の一つに同定の難しさがある。これらの同定はかなり専門
性が要求されるにもかかわらず、特に輪虫類・線虫類・貧毛類の同定ができる研究者はひじょうに少なく、しか
も高齢な方が大半をしめる。そこで、これらの微小動物の同定がある程度まで容易にできるようになることと、
最新の分類情報を提供することを目的として既存情報（分類・生理・生態学的特性）の収集と整理、画像による
形態情報と分類学的および生態学的情報を有機的にリンクさせた画像データベースの構築を行った。
また、研究資材としての微小動物の活用が求められているが、対象となる生物資材は限定されており、それゆえ研究も制
約されているのが実状である。環境研究所では 20 年以上前から研究材料として、主に排水処理施設から分離した微小動物を
継代培養してきた。微小動物を用いた研究を支援するために保存株の継続と分譲を行うための諸条件の検討を行った。

研究方法
研究内容は図―1 に示すように文献情報および研究資材の提供からなる。具体的な研究方法は図―2 に示すとお
り 1）既存情報の収集と整理、およびこれらの文字情報と画像情報を組み合わせた形態情報の公開、2）保存株リ
ストと培養方法の公開の 2 つに分けられる。
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研 究 資 材

文 献 情 報
継 継代 代培 培養 養株 株

生 物 指 標
生物指標

●原生動物 Ｖｏｒｔｉｃｅｌｌａ ｓｐ．

●水質汚濁指標
●生息環境指標

●輪虫類 Ｐｈｉｌｏｄｉｎａ ｓｐ．

生 物 検 定
生物検定
ＢＲ－ｎｅｔ
分
分 譲譲

受発注システム

●貧毛類 Ａｅｏｌｏｓｏｍａ ｓｐ．
など

●毒性

培 養 方 法

生態系の遷移
自然生態系の遷移

ＳＥＭ 観 察
形態情報
形 態 情 報

種 名 の 同
定

画 像 情 報

画像情報

ＢＲ－ｎｅｔ
共有データベース
独立行政法人国立環境研究所 情報センター
(http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz）
図ー１ 原生動物および微小後生動物データベースの効率化に関する研究
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1）データベースの構築手法
使用ハードウエア：

ＩＢＭ

ＰＣ－AＴ互換機

ＭＯドライブ
CD-ROM ドライブ
使用ソフトウェア：

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ver. 95 （Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社）
Ｃｏｒｅｌ

Ｄｒａｗ Ver. 5（Ｃｏｒｅｌ社）

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｍａｎａｇｅｒ Ver. 9
（Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍ社）

データベース構築専用のＰＣを準備し、使用するソフトウェアはすべて英語版を使用した。データの保存は専
用ＰＣとＭＯディスクを使用し、情報は専用ＰＣと環境研究所内の情報センターのコンピュータを繋ぐ所内ＬＡ
Ｎで情報センターのサーバーに伝送し、このサーバーより公開した。サーバーの管理は情報センターで行ってお
り、情報センターで使用しているＯＳはＷｉｎｄｏｗｓ

Ｏｒａｃｌｅである。

2）情報の収集と整理
1980 年以後の文献は環境研究所あるいは農業生物資源研究所に保管されている蔵書とＭＥＤＬＩＮＥ等を利用
して収集した。1980 年以前、とくに微小動物の分類に関する 1800 年代後半から 1900 年代前半の文献は国内の公
的機関からほとんど入手不可能であるため、研究者個人が所蔵している文献を複製した。収集した文献は
Reference

Manager を用い、ｒｅｆ.ＩＤをつけ論文名・著書・出典・論文所有の有無・要旨を公開した。その一

例を図―3 に示す。情報発信を行う上で情報の正当性を保証することを第一義とし、ネットワーク環境に接続でき
ればどのようなＰＣ環境で使用しても短時間に正確な情報の伝達が保証されることを第二義とした。情報の正当
性を確保するために、査読のある学会誌および長年にわたり多くの研究者に利用されてきた出版物からデータを
引用し、すべての引用先を明記して、英語で表記されている論文は原文をそのまま抜粋し文字情報（．ＴＸＴ）
とした。相反する論文もｒｅｆ.ＩＤ順にすべて併記する方法を用いた。したがって、Ｗｅｂ上の情報は全てｒｅ
ｆ.ＩＤと関連づけされ、引用文献を検索できるようにした。それに伴い、著作権が問題とならないよう引用論文
の著者あるいは出版社すべてに引用許可願いを送付し、許可が得られた情報の提供者の氏名と連絡先を公開した。
返答のない場合は文字情報に限定し断り書きを入れて掲載した。また、英語以外の言語が形態の原記載である場
合がおおいので、これらについてはｒｅｆ.ＩＤの後にｏｒｉｇｉｎａｌ
ｏｎ

ｐａｐｅｒ、ｒｅｄｅｓｃｒｉｐｔｉ

ｐａｐｅｒであることを表記した。さらに、同じ種名に対し、命名者が異なるあるいは年号が違う場合も

あるので、できるだけ区別するように配慮した。
従来、微小動物の同定は原記載と線画で行われてきた。線画は論文からスキャナーで取り込みＣｏｒｅｌ Ｐｈ
ｏｔｏ－Ｐａｉｎｔで明度あるいはコントラストなどの全体的な修正を施し、
（．ＴＩＦ）形式でＭＯに保存した。
線画の使用許可を得ることがたいへん難しいことと光学顕微鏡写真の方がイメージをつかみやすいこともあり、
光学顕微鏡写真を画像情報として提供した。光学顕微鏡写真は研究室で蓄積してきた写真と日本大学の鈴木実教
授から提供されたネガをＰｈｏｔｏ－ＣＤ化しＣｏｒｅｌ

Ｄｒａｗ5 で合成し画像情報（．ＧＩＦ）とした。な

お、ネガが散逸してしまった場合は再度残っている写真を撮影し直しＰｈｏｔｏ－ＣＤ化した。
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画面1

Reference
We use "Reference manager for Windows"・・・.
Ref. ID : 1-99
Ref. ID : 100-199
・
Ref. ID : 3400-3499
画面2

Reference (Ref ID : 3400-3499)
Ref ID : 3400
Kosaka Toshikazu; Predominance of Autogamy over Conjugation in a New Syngen in Fresh-water Euplotes woodruffi (Ciliophora).
J.Sci.Hiroshima Univ.,Ser.B,Div.1 30:111-122, 1982
Ref ID : 3401
Agnes Ruttner-Kolisko; [Rotatorien als Indikatoren fur den Chemismus von Binnensalzgewassern].
Sitzungsberichte d.mathm.-naturw.Kl.Osterr.Akad.Wiss.Abt.1 179:283-298, 1971 (in file)
Ref ID : 3402
Josef Donner; [Radertiere der Grenzschicht Wasser - Sediment aus dem Neusiedler See].
Sitzungsberichte d.mathm.-naturw.Kl.Osterr.Akad.Wiss.Abt.1 180:49-63, 1972 (in file)
・
・
画面3
Ref ID : 3400
Kosaka Toshikazu; Predominance of Autogamy over Conjugation in a New Syngen in Fresh-water Euplotes woodruffi (Ciliophora).・・・
Reprints : In File
Notes : Syngen 2 which is endowed with the ability to undergo autogamy and conjugation was found from a fresh-water river in Euplotes
・・・Syngen 2 is discussed with the other two groups from the standpoint of species problem.

図-３ 文献情報の提示例

３）継代培養株の研究資材化
継代培養株のリストと培養条件（培地、食物源、温度、光、培養容器など）と培養履歴（分離源、培養期間な
ど）をデータベース化した。さらに、簡便な保存培地の開発と研究資材化するための必須条件である種の正確な
同定を行うための走査型電子顕微鏡（SEM）の前処理法を検討した。

ア）保存培地の開発
Ｃｅｒｅａｌ

Ｌｅａｖｅｓ （Ｓｉｇｍａ社

現在製造中止），Ｅｇｇ

ｙｏｌｋ

ｃｈｉｃｋｅｎ

ｄｒｉ

ｅｄ （Ｓｉｇｍａ社）をそれぞれ別のビーカーにいれた蒸留水に 1ｇ／Ｌ加え、10 分間煮沸する。定性用ろ紙（Ａ
ｄｖａｎｔｉｃ

Ｎｏ．2）でろ過し、等量ずつ混合後オートクレーブ（121℃、15 分）したものを培地（ＣＥ培

地）とした。

イ）SEM の前処理法
短時間で前処理がすみ、かつ有害物質を使用しない前処理法を検討した。低真空条件での観察が可能なＮ－Ｓ
ＥＭ（日立製作所製）を用い、重力ろ過で洗浄と個体数の集積を行い、そのろ紙をそのまま液体窒素で凍結させ
観察した。

研究の成果
1）情報の収集と整理
微小動物の既存情報は約 4,000 文献収集し、そのうち 3，600 文献を ref.ＩＤで整理し要旨までの公開を行った。
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現在でも分類の基礎となっている原生動物に関するＰｅｎａｒｄ、Ｋａｈｌの原著、輪虫類のＨａｕｅｒ，Ｒｕ
ｄｅｓｃｕ，Ｈａｒｒｉｎｇ

＆

Ｍｙｅｒｓ，Ｖｏｉｇｔの原著、貧毛類の原著など貴重な書籍を入手するこ

とができた。光学顕微鏡写真はＰｈｏｔｏ－ＣＤ化し、約 3，500 枚の写真をデジタル情報化した。微小動物は腹
面・側面・背面・正面等の観察する角度から、また生活史の段階によって異なる形態を示す種もあることから複
数の写真を一つの画面に Corel

Draw5 で合成し細胞構造の説明と撮影者の氏名をくわえて合成した。その一例を

図―4 に示す。

図－4

Ｔｏｋｏｐｈｒｙａ

ｓｐ．

2）情報の発信
テキスト化した文字情報（.ＴＸＴ）のなかで、公開できるものだけをＨＴＭ形式に変換し画像情報（.ＧＩＦ）
とリンクさせた形態情報を環境研究所のホームページ（URL

http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz）から提供

した。高速・大容量のネットワーク環境が国際的に整備されているとはいえない状況の中で、同定に最低限必要
な文字情報だけは確実に伝えたいという意図からホームページのデザインや言語表記（英語）は単純である。
画像情報は閲覧速度を落とさないためと、画像自体は圧縮せずにできるだけ大きな状態で提供したいという意図
から必要とした場合のみ閲覧できるようテキストファイルとジャンプ形式でリンクさせた。なお、リンクボタン
は図と写真が識別できるように別々なものを作成した。また、情報提供者の存在を意識させるために意図的にト
ップページからすぐ情報を閲覧できないよう、トップページの次の階層に情報を提供している全ての微小動物の
属リストの一覧を作成し故意に階層構造を深くした。現在までに公開した情報は以下のような内容である。
（平成
13 年度末更新予定）
○保存株リスト

（原生動物 20 属、輪虫類 3 属、貧毛類 4 属）

○保存株の継代培養方法
○ 形態情報

原生動物 793 属
（肉質鞭毛虫類 219 属、有殻アメーバ類 121 属、繊毛虫類 453 属）
輪虫類

155 属

線虫類

713 属

貧毛類

100 属

○ 専門用語集

繊毛虫類

○ 画像

205 件

○ 文献

3600 件
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このサイトは工事中であることを最初に明記し、約半年に 1 回サイトの更新を行った。サイトの更新の際には、
すでに公開している情報についても誤字、情報の欠落、ＨＴＭ変換ミスなどのチェックも同時に行った。情報の
蓄積度に応じてデータベースのディレクトリ構造は随時変化しているが、階層構造の一部を図―5 に示す。

画面１
Identification
We have offered information about
morphology of microorganisms…

Identification Key
･Ciliates
･Rotifera

Ciliates：原生動物繊毛虫類
Rotifera：輪虫類

画面２

Ciliates
･Lorica; Lorica-sessile, Lorica-AZM
･Cirri;
･
･
･
Lorica-sessile
Acineta, Acinetopsis, Bothrostoma, ･･･

光学顕微鏡下
で容易に観察
可能な形態の
特徴

属名

Lorica-AZM
Chaetospira, Codonella, ･･･

画面３

Cirri
Spiralling row; Atractos, Hypotrichidium, ･･･
Ventral cirri, marginal cirri;
Psilotricha, Urospinula, ･･･

Acineta Ehrenberg, 1833

属名

Body inverted conical shape within a cup-like lorica
which ･･･

属の説明

･Acineta lacustris Stokes (ref. ID; 1618)
･Acineta lyngbyei Ehrenberg, 1838
Syn; Tokophrya lingyei Ehrenberg, 1838
･Acineta pusilla Maupas, 1881
･Acineta tuberosa Ehrenberg, 1838 (ref. ID; 1618, 1629)
Syn; Acineta tuberosa var. foetida Sand, 1901
･
･
･
Acineta lacustris Stokes (ref. ID; 1618)
Description; Lorica elongate ovoid; flattened; on Anacharis in
pond. (ref. ID; 1618)
Measurements; Lorica 75-185 µm high. (ref. ID 1618)
Acineta tuberosa Ehrenberg, 1838 (ref. ID; 1618, 1629)
Syn; Acineta tuberosa var. foetida Sand, 1901; Acineta
tuberosa var. fraiponti Sand, 1901
Description; With stalk; salt and brackish water. (ref. ID;
1618)
Measurements; Lorica 50-100 µm high. (ref. ID; 1618)
･
･
･

図－５

階層構造の一例
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属における
種名および異名の一覧

種名の詳細説明
・Syn
・Description
・Measurements
・Etymology
・Comments
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著作権について同意をえられた件数は本人あるいは家族・管財人 65 名、出版社 3 社（平成 13 年度 10 月末現在）
である。同意を得ることができた研究者及び出版社については、氏名、連絡先（郵便のみ）、引用文献の ref.ＩＤ
を形態情報の各項目の最初に明記した。また、故人に関しては故人であることを明らかにした。

考

察

1）データベースの構築
ネーデルランドの研究機関とカナダの大学からデータベースの複製の許可を求められたが、著作権の問題もあ
り、公開可能な情報は全て無料で提供していることを説明し断った。著作権に関して研究者個人の立場からは全
く何も問題は生じていない。また、最新の論文を署名入りのメールで入手できた事例もある。が、研究者（故人）
が所属していたスウエーデンの大学では大学の学部が著作権の管理を行っており、net-pabulification 事業を予
定しているので、画像情報の引用は認められない。あるいは、ベルギーの研究グループからは、学会誌の
Chief-in-editor の許可を取って欲しいという要望が寄せられた。
同定には文字情報だけでは不十分であり、動画・写真・線画を入れたほうが望ましいと多くの研究者から指摘
をうけている。線画に関しては一部の出版社と研究者から引用許可を得ているが、記述されている複数の文献を
重ね合わせてみると記載が一致していない箇所もあり誤解を招かないようオリジナルの線画のみ情報として提供
していく方針である。また、情報価値の高い線虫類の動画の提供を海外から申し出があったが、動画の提供と交
換に日本での研究活動を求められ、資金がないことを理由に断った。このように、著作権の交渉を通じて、国際
的な人的ネットワークが少しずつ構築されてきた。
より利用しやすい形態情報のデータベースを作成するためには、目および属の検索表の提示とキーワード検索
は必要と考えている。しかし、まだ分類自体が確立されていないこと、and/or の二者選択は利用者側の知識や経
験などにより間違った結果をもたらす可能性が高いこと、検索表は分類学を専門とする研究者にとって、もっと
も評価されるべき価値の高い研究成果であることから、本研究では対象としていない。したがって、これらの微
小動物に興味をもった人がすぐ同定できるような内容ではないが、できるだけ関連する情報も拾いあげられるよ
うな構成にしている。

2）継代培養株の研究資材化
国内の研究者から 2 種の原生動物の競争関係を実験にするために培養株を提供して欲しいという要望を研究最
終年度に受けたが、提供することができなかった。継代培養している原生動物及び微小後生動物を研究資材化す
るためには、1）正確な種の同定、2）適切な保存・培養条件と分譲システムの確立、3）研究情報のデータベース
化が必要であると考えている。自然生態学の分野における同定は、光学顕微鏡下で観察した原記載と線画で行わ
れてきており、これからも自然生態系の遷移の評価解析は過去のデータと比較するためにこの手法を継続してい
く必要性が高い。一方、ＳＥＭによる微小動物の観察が一般的になり、ここ 20 年間に蓄積されたＳＥＭ情報と光
学顕微鏡による同定結果と比較すると分類学的に不具合が生じている。最も研究資材としての活用が期待されて
いる生物検定の材料・表現型の発現機構・進化の解明などの分野では光学顕微鏡下での同定では全く不十分であ
る。原生動物の有殻アメーバ類はＳＥＭ観察による殻の構造が、繊毛虫類の一部は SEM 観察及び染色による繊毛
列線の構造が、輪虫類は咀嚼器の構造の SEM 観察が同定根拠となっている。したがって、研究資材として培養株
を提供するためには、SEM 観察の情報が不可欠である。本研究成果のなかで研究資材化できなかった理由の一つは
ＳＥＭの形態情報を獲得できなかった点にある。本研究チームのなかで、分譲システムの開発や研究資材のＸＭ
Ｌを用いた共有データベースの開発の成果を研究期間内に活用できなかったが、今後できるだけ早く活用できる
ように研究資材化を図りたい。
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.1. 高品質データベースの構築と Web データベース化に関する研究

1.1.3. 真正細菌類データベースの効率化に関する研究

産業技術総合研究所生物遺伝子資源研究部門
中村

要

和憲

約
1995 年以前に発表されている真正細菌の主要な属種から約 4,000 件（同属同種でも複数株のデータがある場合

も含む）の学名、株番号、脂肪酸組成、キノン種、G+C mol%、SSU rRNA,

accession #など、簡易データの入力

が終了し、その検索システムの基本構築が終了した。続いて、1996 年以降新たに発表された新規な細菌群に関す
る化学分類データ整備を進め、2001 年後半までに論文発表された約 1000 件の新属および新種の記載論文から、学
名、株番号（type culture か否か、保存機関名などの情報を含む）、系統分類群、関係論文、脂肪酸組成、キノ
ン種、G+C mol%、新旧学名、SSU rRNA, LSU (large subunit) rRNA の accession #など、基礎データの抽出およ
び入力が終了し、その検索システムの基本構築が終了した。また、検索システムを構築し、微生物情報に関する
関連サイトとのリンクも行った。また、データ発信のための通信用サーバーの環境整備を行いデータを公開した
（現在の URL: http://sun02.hydra.mki.co.jp:8989/NIBH2/servlet/MainServlet）。

研究目的
細菌の分類・同定にはこれまでグラム染色性、形態、基質資化性といった古典的手法が用いられてきたが、1990
年代前半以降、分子系統的手法および生体化学成分に基づく化学分類的手法の進展およびデータの蓄積によって、
より客観的な分類・同定が標準化つつある。このうち Ribosomal RNA (rRNA)に基づく分子系統解析のデータベー
スは RDP（米国）および ARB（ドイツ）を中心に進んでいるが、生体化学成分と連関させたデータベースの構築は
未だ行われていない。本研究では既知の細菌に関する化学成分分析データを中心に収集し、これらをもとに、分
類同定に用いることができる検索システムを備えたデータベースを構築することを目的とする。

研究方法
すでに記載されている多くの細菌の生体化学成分に関する情報を個々の文献から抽出し、データ化する。通信
用サーバーとして Ultrasparc JU2/2300 を用い、生体化学成分の基礎データを管理するとともに、その検索シス
テムを構築し、関連データベースとのリンクを図る。

研究成果
1995 年以前に発表されている真正細菌の主要な属種から約 4,000 件（同属同種でも複数株のデータがある場合
も含む）の学名、株番号（type culture か否か、保存機関名などの情報を含む）、脂肪酸組成、キノン種、G+C mol%、
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SSU rRNA の accession #など、簡易データの入力が終了し、その検索システムの基本構築が終了した。
その後、1996 年以降、International Journal of Sytematic and Evolutionary Microbiology を初めとする国
際的な学術雑誌に新たに発表された新規な細菌群に関する化学分類データ整備を進めた。2001 年後半までに論文
発表された約 1000 件の新属および新種の記載論文から、学名、株番号（type culture か否か、保存機関名などの
情報を含む）、系統分類群、関係論文、脂肪酸組成、キノン種、G+C mol%、新旧学名、SSU rRNA, LSU (large subunit)
rRNA の accession #など、基礎データの抽出および入力が終了し、その検索システムの基本構築が終了した。入
力データについては複数の研究者によって double check を行い、データの品質を極力高めるよう配慮した。また、
検索システムを構築し、微生物情報に関する関連サイト（例えば、Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen など）とのリンクも行った。また、データ発信のための通信用サーバーの環境整備を行いデータを
公開した（現在の URL: http://sun02.hydra.mki.co.jp:8989/NIBH2/servlet/MainServlet）。

考

察
1995 年以前に発表されている真正細菌約 4,000 件のデータに関しては、種々の事情から、ごく限られたデータ

しか入力されていない。これらを user にとって利便性の高いデータにするには改めて、原著記載論文に立ち戻っ
て、入力し直すのが望ましい。しかしながら、比較的古いデータに関しては、Bergey’s manual などから、一定
程度の情報が得られることから、これら既存の学術辞典では十分網羅されない、1996 年以降のデータを中心に充
実を図ることをこの 2 年間の目標とした。

既存論文からのデータ抽出は一見単純かつ、簡易な作業であるが、個々の論文の記述者は全く独自の視点でそ
の微生物を捕らえ、新種として記載している場合が大部分である。16S rDNA の配列決定、GC 含量、脂肪酸などは
プロトコールが標準化しているため、客観的数値（配列）として入力できる。

しかしながら、微生物の基質特異性を調べる時の手法には非常にばらつきがあり、単純な table の中で基質の
資化性の有無をまとめるのは困難であった。これは、基質を資化するかどうかを調べる際に、当該基質を用いて
培養し生育を確認している場合と、種々の市販キットを用いて、基質の酸化活性を呈色反応で調べ、それをもっ
て基質資化性とほぼ同等の扱いをして記述している場合など、まったく手法に統一性がないからである。

また、研究者が新属あるいは新種として提案しようとしている微生物が、なぜ新属あるいは新種として提案す
るに値するのかが、明瞭になっていない場合もあり、この部分は微生物の分類学の現状における本質的な問題点
として浮かび上がってきた。これまでの古典的な分類手法による新種の提案と、分子系統関係に基づく新種の提
案という概念は、本質的に整合性をもっておらず、さらに、これらの概念とは別に、研究者が興味を持っている
特別な環境条件（pH や温度など）での生育能や化学物質分解能なども、新種提案の重要な要素となっていること
から、微生物の新属新種の提案根拠はかなり錯綜している。微生物分類学のより明確な基準作りが今後必要不可
欠であることはいうまでもない。

データベース入力でもう一つの現実的な問題としては、新旧学名や学名の変更（ラテン名の単純な誤謬の修正
なども含む）、種の記載内容などの追加変化などを如何に時系列的にデータとして取り入れ、user にその変遷を
わかってもらうようにするかである。データ検索の際に旧名などを辿れるようにするなどの工夫を行ってきたが、
さまざまな場合があり、本研究期間においてはきわめて明確な方策を見い出すことができなかった。
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.1. 高品質データベースの構築と web データベース化に関する研究

1.1.4. 細菌群データベースの効率化に関する研究

（財）発酵研究所
評議員・竹内 昌男

要

約
生物資源保存機関として保存している生物資源としては、細菌、酵母、黴、バクテリオファージ、動物細胞、

など 16,000 株である。それぞれ生物学上大きく性質が異なっていることから、データベース構造もかなり違った
構成になった。また、生物資源を研究者に提供する業務もあり、これら研究所のデータを統括したデータマネー
ジメントシステムを新規に構築した。AS400 と Netfinity 5500(PC サーバー)

の 2 台のデータベースサーバーを

有機的に役割を分担させ、化学分類学的情報や、画像情報を付加した新規の relational 型 DB を作成した。
この PC サーバーにはデータに書式の付加、画像ファイルの結合、データベース内の情報の検索、リスト版下・
CD-ROM 自動作成、などの機能を持っている。Web サーバー（Netfinity）には、Streptomyces 株データを整理し、
ISP(International Streptomyces Project)菌株データベースを独立させ、菌株の詳細な情報を他の菌株データと
は別に公開した。データの入力を容易にするため市販ツール（Panel-Worker Chicago）を導入し、この ISP 菌株
データベースには菌株の来歴、形態、成分分析データ、文献情報など、分類・同定に必要な情報が充分包含され
るように設定した。このように内容の実した ISP 菌株データベースを常に外部の研究者の利用に供することがで
きるが、さらに利便性を高めるため CORBA System を導入した。

研究目的
発酵研究所では、1980 年代にコンピュータ IBM system36 を用いて保存している生物資源株のＤＢを作成した。
その後、データベースに収容する情報は質的な変化に伴い情報量が格段に増大し、所内のデータマネージメント
に利用してきた[1]。データの利用に関しては、リスト版下の自動作成やインターネットを介して外部研究者への
情報の提供などデータマネージメントの重要性が指摘された。これらの要望に応えるため、発酵研究所では 1997
年から新しいＤＢの作成を開始した。
当研究所で取り扱っている生物資源は、細菌、酵母、黴、バクテリオファージ、動物細胞、などである。それ
ぞれ生物学上大きく性質が異なっていることから、データベース構造もかなり違った構成をしなければならない。
また、年間約 8,000 株の生物資源を研究者に提供する業務もあり、これら研究所のデータを統括したデータマネ
ージメントシステムを新規に構築する必要がある。すなわち、(i)書式付きのデータベースを作成する、(ii)デー
タマネージメントの自動化（入力、カタログ版下出力、website への掲載、など）、(iii)基幹業務の能率化、(iv)
守秘義務のあるデータなど、データ管理の設定、などを考慮してデータベースシステムを設計し、AS400 と
Netfinity 5500 の 2 台のサーバーを有機的に担当を分担させ、化学分類学的情報や、画像情報を付加するなど、
新規の relational 型 DB を作成する必要がある。
本研究班で担当した第一期の研究課題は「細菌群の分類・同定情報解析システムの開発に関する研究」であっ
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た。細菌類を分類学的に検索できる総括的なデータベースを入手することはできない。その一つの原因は、細菌
類の分類学的情報を包括した適切なデータベースがないことにある。そのため、当研究所ですでに保存している
培養生物株のうち、真正細菌群のデータを基盤にして、それぞれの菌株の分離源など分類学的諸性質ならびにそ
の菌株の有する特性や文献等を含む、分類・検索に必要な情報を中心に整理し、さらに分類学上重要なデータを
新しく加え、検索に必要なデータベースを構築することにした。
しかしながら、新規に作成したデータベース構造は、細菌群のデータが膨大であることと、文献データの不備
などがあり、分類学の研究に利用し得るデータベースを完成させるには相当時間と経費を要することが判った。
第二期の研究プロジェクトでは、真正細菌群のうち当研究所に保存している actinomycetes 菌群、特に
Streptomyces 属の菌株情報を整理した。Streptomyces 群は日本放線菌学会のサポートの基で毎年新規データの確
認作業を実施している。この ISP 菌株のデータベースを作成し、日々改訂される最新の菌株に関する情報をデー
タベースに収容し、最新でしかも網羅的な内容のデータベースを作成する。このデータベースは分類・同定する
ためのプログラムではないが、提供するデータベースは website から公開されるので、希望する研究者はこのデ
ータベースを使って分類・同定の方法を設定するために自由に利用することが可能である。さらに、当第二期の
目的は、分類学的に有用な ISP 菌株データベースを website およびハードコピーで提供するための自動化につい
て検討することである。とくに、website に設置したデータネースは外部の研究者が利用しやすいように CPRBA サ
ーバーを設置して遺伝研のデータベースを併用して利便性の高い仕組みを作成することである。

研究方法
1）FOBRDBは2つのデータベースサーバー（AS400とNetfinity）を有機的に活用することで運用している。
このサーバーを利用し、webサーバー、mailサーバー、を作成する。また、カタログ作成とCD-ROMカタ
ログを自動作成するプログラムソフトを市販ツールを用いて作成する。
2）データに関する研究所内の業務は全てこれらデーターベースサーバーに蓄えられた情報を基にして遂行
している。日々新規に入手した情報を能率良く入力、更新をすることが重要であるため、市販ツールの
Panel-Worker Chicagoを導入し、これをもとにプログラムソフトを開発した。さらに、データベースの
重要な役割は情報をより多くの研究者に利用させることである。ISP菌株データベースを他の複数の研
究機関のデータベースと同時に利用可能にするためCORBA Systemを導入し、CORBAサーバーを設置した。

研究成果
1）データベース構成
発酵研究所に蓄えてきた 16,000 株のデータを 6 つの分野（ 細菌データベース、放線菌データベース、バクテ
リオファージデータベース、酵母データベース、真菌データベース、動物細胞データベース）に分割し、それら
の情報を 5 種類のオブジェクトグループ（基本情報、管理情報、在庫情報、マスター情報、その他）に分割し、
データベース（IDOBRDB）を構成した（図 1）。詳細は第一期の研究成果として報告した。

2）データベースサーバーの構築
当研究所に保存している菌株情報は、特許寄託株のような守秘義務のある情報や、リストに記載して外部研究
者に広く提供するための情報が含まれている。データベースの中に画像情報や書式付きの情報などもふくまれて
いる。それ故、AS400 と Netfinity (PC サーバー)の 2 台を設置し、信頼性と安定性のある前者のサーバーで守秘
義務のあるデータを、後者のサーバーでは画像、書式などのデータを管理した。
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3）PC サーバー
本データベースシステムの中で、Netfinity (PC サーバー)の役割としてデータに書式の付加、画像ファイルの
結合、データベース内の情報の検索、リスト版下作成、などの機能を持っている。
ハード関係を結合したシステム構成は図 2 のようになる。可能な限りプログラムソフトは市販ツールを採用し
た。

4）Web サーバーの改善
DNS server を Netfinity に昨年度までに設置した（図－1、図－2）。5 つのグループ（細菌データベース、バク
テリオファージデータベース、酵母データベース、真菌データベース、動物細胞データベース）ごとの情報を検
索可能にしたデータベースを Web サーバーに構築した。表示、及び内容も全面的に見直した。図－3 は IFO-HP の
トップページである。アクセスカウンターを付けると 1 日当たり約 70 件が利用していることが判った。
IFO 生物資源データベースの項目をクリックすると、図－4 の画面になる。キーワード検索としてア）微生
物のすべて（ファージ、動物細胞を除く）、イ）細菌、ウ）酵母、エ）糸状菌、オ）ファージ、カ）動物細胞、に
分野を分けてある。それに、アルファベット順の検索も可能にした。それに、培養方法に重要な培地の検索を加
えた。また、ISP 菌株の検索を独立させた。

・菌株情報管理
文字データ
・分譲管理
・入金管理
・特許菌管理
・特許菌契約管理
・在庫管理
・入力ログ管理

菌株データのうち、文字データに
ついてはAS/400、ＰＣサーバー間
で
ダイレクトな差分データの双方向
レプリケーションの実現

・菌株情報管理
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画像データ
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図－4

IFO生物資源データベースの検索画面

5）ISP 菌株データベース
学術論文に発表されている 503 株の Streptomyces 属の菌株のうち、現時点で入手可能な菌株数は 481 株である。
その内、ISP(International Streptomyces Project)に承認されている菌株は約 420 株である。この Streptomyces
菌株データを整理し、ISP データベースを作成した。このデータベースは菌株の来歴、、化学分類学的情報、生理
生化学的情報、形態学的情報、文献情報など、詳細な生物学的データから構成されており、ISP 菌株の分類・同定
に役立つ情報が包含されている。
この ISP データベースのデータ検索機能により、Streptomyces griseus を検索すると、図－5 のような検索結
果が画面に表示される。
このデータベースでは、詳細な生物学的データを公表している。しかし、菌名を含みこれらのデータは分類学
の進歩につれて訂正・変更される可能性がある。IFO-BRDB 内のデータは研究者の責任の基で、変更している。こ
の IFO-BRDB にリンクして、公開する ISP-DB のデータは随時、新規のデータに更新されている。
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図－5

図－6

ISP菌株検索画面

Streptomyces griseus の詳細データ
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6）IFO List of Cultures, CD-ROM カタログの作成
平成 12 年度に約 1 年を費やして、IFO-BRDB のデータを見直し、データを訂正した。このデータベースを利用し
てカタログ 11 版（IFO

List of Cultures, Microorganisms, 2000）を作成した。さらに、IFO-BRDB のデータを

利用した CD-ROM カタログを自動的に作成するプログラムを作成した。 平成 13 年 2 月 28 日までに収録された
IFO-BRDB のデータを基にして、CD-ROM カタログ(ver.11.1, 2000)を作成した。約 350 部(ver. 11)を世界の関係
研究機関へ配布した。
CD-ROM カタログは自動的にマスターファイルが作成されるので、今後も必要な時、随時に CD-ROM カタログを作
成することができる。ハードコピーよりも情報の提供手段として敏速に対応できるので、今後活用していきたい。

図－7

IFO List of Cultures CD-ROMカタログ(ver.11.1)

7）データ入力の効率化によるデータベース充実
IFOBRDB は 5 種類に分かれたデータベース構造をから成り、ア）菌株全体の共通データとなる基本情報と、一部
共通である基本情報、イ）各グループに特有な情報を含む管理情報（個別情報）、全体に共通である、ウ）在庫
情報、エ）マスター情報、オ）その他から構成されている。このようなデータベース構造を作ることにより細菌、
酵母、糸状菌、ファージ、動物細胞と生物資源としては、それぞれ異質な情報も同一データベースの中で統一的
に管理することができるように配慮されている。
データベースの内容を充実させるためには、データのインプット作業の効率を良くする必要がある。菌株のエ
ントリー（新規登録）作業の能率を上げるため、今年度、市販ツール（Panel-Worker Chicago）を導入した。AS400
サーバーにデータベースが構築されており、PC 端末を操作するような感覚でデータを入力できるように、本ツー
ルを基本にしてプログラムソフトを開発した。年間で約 200 株の新規登録およびデータの入力作業が改善された。

8）ウエッブサーバーの構築と改良
IFOBRDB の website 用サーバー(URL； http://www.ifo.or.jp)には 4 グループ（細菌、酵母、糸状菌、ファージ）
に適したデータベースから構成されている。約 11,000 株の菌株情報はこの Web サーバーからと、カタログ（List
of Cultures, 11 版）および CD-ROM カタログ(Ver. 11.1)から菌株の検索が可能である。また、約 420 株の ISP 菌
株の詳細データを整備し website から公開した。このデータを利用して微生物の分類同定の研究に役立つものと
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考えられる。カタログ版下を自動的に作成するプログラムソフトを用いて、カタロブ版下と CD-ROM カタログ作成
し、約 300 部を国内外の微生物関連研究機関に配布した。

9）ネットワーク関係の改良
データを各研究機関に分散して収容し、各機関でそれぞれデータベースを構築し外部の研究者がどこからでも
アクセス可能になりつつある。利便性が向上したことにつれ、一方データを管理する機関にも常にアクセス可能
な状態を維持する責任が伴うようになった。それ故、つぎの 2 つを改善した。ア）website 用データベースの各フ
ィールドに META タグを付け、ＪＳＴの website から IFOwebsite に入りデータを検索するのに容易になり、検索
スピードも改善された。イ）CORBA SERVER を設置した（図－8）。遺伝研の CORBA SERVER からアクセスできるよ
うに設定した。遺伝研に収容されている遺伝子配列情報データベース（DDBJ）と同時に使用することができ、菌
株の分類学的情報を古典的な情報と遺伝子情報を同時に利用することが可能になった。
また、CORBA 接続している外部の研究機関のデータの利用範囲が拡大し見かけ上、同一サーバーにあるような感
覚で複数の機関のサーバを利用することが可能になった。

CORBA初回起動時に
稼動場所を通知

遺伝研サーバ

発酵研究所サーバ
Port:5910

Servlet

CORBA
Naming Service

server.info

DB_access
class

CORBA SERVER

WWW
IIOP Port

Oracle
DBMS

Oracle Thin
Driver

IIOP Port

FireWall

FireWall

HTTP Port

不特定ポート
（デフォルト）

Internet

クライアントへ

図－8

考

IFO

CORBA

SERVER の設置

察
過去 5 年間で構築した IFOBRDB を利用し所内データの整理と管理および利用に十分活用することができた。そ

のことは、Streptomyces 菌株の内、ISP 菌株 420 株についての詳細な生物情報のデータベースを Web サーバーに
収容し、外部に公開可能にした。さらに、保存している微生物株の CD-ROM カタログ(Ver 11.1, 2001)とハードコ
ピーである List of Cultures, 11 版(2000)を作成し、平成 13 年度も継続して世界の関連研究機関へ配布するこ
とができた。さらに、平成 13 年度は、ISP 菌株のＤＢおよび全微生物株のＤＢを他の研究者が分類学上の必要な
データとして利用可能なように、CORBA ソケットを接続した Website を公開し、遺伝研のサーバーを通して、分類・
同定のためのデータベースとしてユーザーニーズ等に対応することができた。また、ISP 菌株のデータベースを含
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む、全データベースのコンテンツの高度化への改善を推進するため、データのインプット形式を改善し、年度の
目的を達成した。
データベースは新規の情報を常に入力・更新を繰り返して、内容を継続的に管理する必要がある。これを怠ると、
すぐ古くなり信頼が失われてしまう危険性がある。今後もデーターを更新する作業を維持しなければならない。
［謝辞］第一期と第二期の 5 年間の本研究を遂行するに当たり、全面的に御協力を頂いた発酵研究所の佐藤邦
子氏に厚く御礼いたします。
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.2. 生物系研究資材データベースの高度化サポートシステムに関する研究

1.2.1. 画像、動画データベース作成支援システムに関する研究

法政大学 第一教養部生物学研究室
月井

要

雄二、木原 章

約
第Ⅰ期では，静止画や動画といった研究資材をデータベース化し，ネットワークで公開するための手法の開発

を行った。その結果，昆虫類（アリ）については，デジタルビデオカメラと光学顕微鏡を連携させた撮影システ
ムを最適化することができた。原生生物については，生きた細胞の動態をできる限り自然な状態でデジタル化す
るための顕微鏡動画記録条件を確立した。また，希少・貴重文献を画像データベース化する手法を確立し，Image
Books として公開した。以上のように，第Ⅰ期の研究計画は，おおよそその目的を達成したと考えている。

第Ⅱ期では，三次元的な顕微鏡標本（原生動物標本等）をネットワークを通じて流通するための画像フォーマ
ット「バーチャル顕微鏡」フォーマットを開発し，その閲覧システムを作成した。
また，各研究者が作成・公開したデータベースを，ネットワーク上で統合的に検索できるようにするためには，
外部の検索エンジンを利用することが効率的，かつ有用であるとの考えから，農業生物資源研が運営する
Bio-Crawler に統合検索機能を付加する開発プロジェクトにユーザー（Web サイト制作者）の立場で協力した。そ
の結果，Bio-Crawler を Web サイト制作者（研究者）が利用できるようにするための様々な機能（サイト内検索，
及び，複数の関連サイトを対象とした簡易統合検索システム）が開発されたが，それらを研究者側が利用するた
めの設定マニュアルを作成し，以下の URL で公開した。
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/BioCrawler/index.html
さらに，本計画全体を通して開発してきた研究者によるデータベース構築とそのネットワーク公開を支援する
様 々 な ノ ウ ハ ウ （ サ ポ ー ト シ ス テ ム ） を マ ニ ュ ア ル 化 し ， 以 下 の URL で 公 開 し た 。
http://ameba.i.hosei.ac.jp/BRNet/index.html

研究目的
研究資材の効率的利用をはかるには，資材情報をデータベース化し，それらを WWW サーバ上で公開することで
研究者が容易に利用できる知的基盤を整備する必要がある。そのために必要となる資材情報のデジタル化，およ
び，データベース化を，生物系研究者自身が容易に，かつ，効率的に行なえるシステムの確立を目的とする。

研究方法
第Ⅰ期（1997〜1999）
1）静止画データベース構築システムの開発
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静止画を資材情報としてデータベース化し，ネットワークで公開するための様々な技法の最適化を行う。また，
得られた様々な成果を基に WWW 上で利用可能なデータベースを構築する手順のマニュアル化を行なう。

2）動画データベース構築システムの開発
細胞の動態を顕微鏡でビデオ撮影し，それらを基にネットワーク上で公開可能な動画データベースを構築する
システム開発を行なう。

3）特殊動画作成システムの開発
タイムラプス動画やフォーカスアニメーション（焦点深度の異なる静止画を連続させて動画化したもので，ユ
ーザーが自分で焦点を変えて観察することができる）の元となる画像を得るシステムを開発する。

4）希少・貴重文献のデータベース作成法の開発
入手が困難な希少・貴重文献を画像データベース化してネットワーク上で共有するシステム開発を行なう。

第Ⅱ期（2000〜2001）
5）フォーカスアニメーション閲覧システム（バーチャル顕微鏡）の開発
顕微鏡の焦点深度を連続的に変えながら撮影したスタック画像を元に、フォーカス動画を作成し、3 次元的な構
造をネットワークを通じて配信するための「バーチャル顕微鏡」画像を開発する。

6）生物系メタデータの開発と Bio-Crawler による統合検索システム開発への協力
生物系データベースサイトを対象として，様々な生物学用語による的確な検索を可能にするためのメタデータ
（META タグ）の基本フォーマットを開発し，試験的に原生生物データベース（原生生物情報サーバ）の約 1 万個
のファイルに挿入する。これと平行して，農業生物資源研が行う検索エンジン，BioCrawler に統合検索機能を付
加する開発プロジェクトにユーザー（データベース作成者）の立場で協力し，その成果を原生生物データベース
等の生物系 Web サイトに組み入れる。

7）生物系研究資材データベース構築法のマニュアル作成・公開
これまでに開発してきた生物系研究資材データベースを作成するための様々な手法（様々な生物の静止画像及
び電子顕微鏡画像等をデータベース化する上での標準的画像フォーマット，高品位の画像・動画データベースの
構築法など），及び，データベースを構築し公開する際の留意点や予想される様々なトラブルへの対処法等をマニ
ュアル化し，ネットワーク上で公開する。

研究成果
1） 静止画像データベース構築システムの開発
生物系の研究資材情報の特徴としては，画像データが多いことが上げられる。画像データは，従来，数値や文
字データに比べてデータベース化するのが難しかったが，近年の画像処理技術の進歩によりデータベース化が容
易になってきた。本研究では，まず静止画像のデータベース化について検討した（図－1）。
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図－1. 研究成果の概要
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ア）原生生物生体試料の撮影及びそのデジタル化法の確立
一般的な 35 ミリフィルムを使って撮影された画像データについては，PhotoCD 方式で画像をデジタル化するの
がコスト・手間・画質いずれの面でも最適の方法である。ただし，電子顕微鏡写真など特殊なフィルムの場合は，
高解像度のフィルムスキャナーを利用した画像のデジタル化を考慮する必要がある。デジタルビデオカメラ撮影
により顕微鏡画像を直接デジタル化する手法についても検討した。これらの手法によりデジタル化した画像は，
それぞれ解像度の異なる 5 種類のファイルに変換し，データベースの素材とした。
デジタル画像は，html ファイル中にインライン表示する方式でデータベースに組み込み，WWW ブラウザソフト
でテキスト情報と共に閲覧できるようにした。この方式では，データベースの検索機能を外部のサーチエンジン
に任せることができるので，データベース作成時の負担を軽減することができる。ちなみに，原生生物データベ
ース（URL: http://protist.i.hosei.ac.jp/protist.html）では，現在，約 2 万 6 千枚（451 属 1606 種）の静止
画像が公開されている。

イ） 静止画像をデジタル化するための 2 方式（PhotoCD 方式とデジタルカメラ方式）の比較・検討
近年，急速にデジタルカメラの高画質化が進んでおり，フィルムと同程度の画質をもつデジタル画像撮影装置
も登場してきた。そこで，従来の PhotoCD 方式でデジタル化する手法と，高画質デジタルカメラ（2 種類）を用い
てデジタル画像を得る手法について，撮影の作業効率，およびコストの両面について比較・検討した。その結果，
ランニングコストなどはデジタルカメラ方式が勝っているが，作業効率などを含めて，総合的にみるといまだに
PhotoCD 方式が勝っているとの結論に達した（図－2）。

図－2a. 顕微鏡画像撮影の流れ
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図－2b. 顕微鏡画像撮影の流れ（積算コストの比較）

2） 動画データベース構築システムの開発
かつて「生き物は動く」という映画が作られたことがあるが，この映画のタイトルの意味するものは，ほとん
どすべての生命現象には「動き」が伴う，ということである。動物にかぎらず，植物や微生物であっても，その
生命活動には必ずなんらかの動きが伴っている。また，原生生物など生物種の判定には，その動き（原生生物の
場合は水中における遊泳行動）が判定の重要な手掛かりになることが多い。このような「動き」を伴う生命現象
を詳細に記録するには，動画による記録が必須のものとなる。ただし，動画をデジタル化しネットワーク公開し
ようとすると，そのデータサイズの大きさから，画像の解像度を上げるのが難しくなる。そこで，動画データベ
ースを構築する際には，解像度の高い静止画と動画を併用し相互の欠点を補う必要がでてくる。本研究では，そ
の必要を満たす装置として，同一観察環境下で，生体試料の静止画と動画をほぼ同時的に記録するシステムを開
発した。すなわち，特注で製作した顕微鏡装置（四眼鏡筒）により，ビデオとカメラ撮影の光路をワンタッチで
切り替えられるようにしたのである。このシステムを使って，これまでに原生生物約 250 属，約 350 種について，
各々の静止画とともに，およそ 150 時間（DV テープ 250 本余）の動画撮影を行なった。
そのようにして得られた動画データを基に，動画クリップの切り取り法，切り取った後の再圧縮法，圧縮され
た動画を WebPage にインライン表示するための手法などを開発し，動画のデータベース化に関する基本システム
を確立した。
動画をネット上で公開するには，静止画の場合と同様に，時間・平面解像度の異なる 5 種類の素材を用意し，
ユーザーの関心度・接続環境の違いなどに応じて必要な動画を選定できる方式が最良と考えられる（図－3）。
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図－3. 動画データベース構築システム

3） タイムラプス撮影装置を顕微鏡画像記録装置として利用する試み
高解像度デジタルビデオカメラを顕微鏡に接続し，顕微鏡画像を直接デジタル画像ファイルとして記録するシ
ステムを構築した。このシステムでは，フレーム間で座標軸を完全に一致させる事が可能なので，スタック化し
たマルチフォーカス画像の記録や長時間の間欠画像記録（タイムラプス記録）が可能である。このシステムで撮
影した画像を動画化してデータベースに組み込むことで，従来デジタル配信データとして提供が難しかった三次
元的な形態や，長時間の生命現象の記録をデータベース化することが可能となった（図－4）。

図－4. マルチフォーカス画像の作成

4） 貴重文献データベース
研究資材を静止画や動画としてデータベース化し公開する以外に，著作権が消滅した希少かつ貴重な文献を研究
者が手軽に画像データベース化する手法の開発も行った。分類学では 50 年，100 年前の文献がいまだに引用される
ことが多いが，それらを入手するには多大な時間と労力を要する。そこで，各研究者が苦労して入手した貴重文献を
画像データベース化しネット上で相互に公開すれば，希少＆貴重文献の利用が容易になり学術研究に貢献するものと
期待される。現時点で，著作権の消滅した文献 2 つ（各約 900 頁）を画像データベース化した（図－5）
。
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http://ameba.i.hosei.ac.jp/DIB/Kahl/index.html
http://ameba.i.hosei.ac.jp/DIB/Jenn04/index.html
なお，貴重文献データベースの作成意図や手法の詳細については以下の URL に詳細がある。
http://ameba.i.hosei.ac.jp/kihara/DataBase/DigitalBook/index.html

図－5. 貴重文献データベース

ア）作業工程
スキャナーで読取りやすいように原稿を整形した後，順番にスキャナーに挿入して読み取らせた。使用した機
種は PaperPort Vx （国内販売代理店オリンパス）である。これと Macintosh G3 260MT，OS8.5 との組み合わせ
で，A4 サイズ 1 頁を約 15 秒で取り込むことができた［スキャンのファクター：400 DPI, 1 BIT モノクロ] 。こ
のようにして取り込んだ画像を WebPage で閲覧するための html ファイルを作成した。
デジタル画像化した文献の画面を印刷出力できるように pdef ファイルも作成した。この場合，スキャン時の解
像度を保つため，元の TIFF 画像をデータとして用いたので，ファイルサイズはかなり大きくなっている。pdef フ
ァイルは以下の手順で作成した。
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1.
2.

画像をファイルメーカーで作ったデータベースに登録する （アップルスクリプトを使用することで，
半自動化した）
Adobe 社の Acrobat を利用して，仮想プリンタ（PDEF Writer）を指定し，章ごと に印刷して pdef ファ
イルを作成する。

イ） 著作権問題
文献を画像として複写しインターネット上に公開するためには，著作権の問題をあらかじめクリアしておかな
ければならない。本計画では著作権が既に失効している本を対象にデジタル化を行っている。日本国内では平成
10 年 1 月 1 日から「インタラクティブ送信」に係わる著作権の権利が拡大され，インターネット上においても著
作権がより明確に保護されるようになった。
今回データベース化した文献の内，Kahl(1930-1935)の文献については，著者の死後（1946）50 年を経過してい
るので，著作権に関する国際協定であるベルン合意に基づくと，著作権が切れていることになる。出版はドイツ
で行われているが，ドイツもベルン合意批准国である。また，Jennings(1904) についても，著者の死後（1947）
50 年を経過し，出版国（米国）の法においても著作権は消滅している。初版の出版社に問い合わせたところ，著
作権は保持していないとの回答も得られた。

5） フォーカスアニメーション閲覧システム（バーチャル顕微鏡）の開発
三次元的な顕微鏡標本（原生動物標本等）をネットワークを通じて流通するための画像フォーマット「バーチ
ャル顕微鏡」フォーマットを開発し，その閲覧システムを作成した。閲覧システムのベータ版を、2001 年国際原
生動物学会（ザルツブルグ）にて公開し、利用者の意見を徴集した。フォーカスアニメーションによるバーチャ
ル顕微鏡三次元データは、多くの研究者に好意的に受け取られた。その一方で、データ発信の立場にいる研究者
は、できるだけの互換性の有るデータフォーマットと、そのデータを簡単に作成できるオーサリングシステムの
要求度が高いことが判明した。その結果に基づいて、最終版は完全 QuickTime Plug-in（Apple 社）互換とし、残
りの期間をオーサリングシステムの開発に傾注した。その結果、閲覧者は多くのブラウザで採用されている
QuickTime Plug-In をそのまま、あるいはダウンロードすることで簡単にバーチャル顕微鏡データを見ることが可
能となった。

6） 生物系メタデータの開発と Bio-Crawler による統合検索機能開発への協力
研究者が自らのデータをネット上で公開する活動（ボランティアデータベース活動）を促進するためには，公
開された情報を効率的，効果的に検索できるシステムが必須となる。これは一般の場合も同じであり，近年，イ
ンターネットにおいては，膨大な情報の中からいかに必要な情報を効率的，効果的に探し出すかが大きな問題と
なっている。そのための一つの解決手法として，メタデータの利用が推奨されている。そこで BRNet における統
合検索システムとしても生物系に特化したメタデータが必要であること，及び，それを実際に検索できる検索エ
ンジンの開発が必要であるとの提案を行った。
メタデータに関しては，検索対象のモデルとして「原生生物情報サーバ」にある約 1 万個の html ファイルに META
文を挿入する作業を行った。メタタグ項目としては，一般的な Author, Keywords, Description の他に，独自に
考案した学術サイト専用のメタタグとしての Field，および，生物資源サイト専用のメタタグとして Organism を
挿入した。
一方，これに応える形で，農業生物資源研究所では，従来からある検索エンジン Bio-Crawler を改造して，メ
タタグ検索および URL 絞込み機能を付加して「情報発信者のための検索機能提供サービス」を実現するプロジェ
クト（プロジェクト名：BRNet 統合検索機能の改造）が開始された。
そこで，我々はユーザー（Web サイト制作者）の立場から，農業生物資源研側が開発した新しい検索機能を試し
たり，利用者側からみて必要と思われる機能の追加を要請するなどして，Bio-Crawler の改良に協力した。その結
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果，農業生物資源研の指導の下，Bio-Crawler を利用したサイト内検索及び統合検索をいくつかの Web Page に追
加し試験運用を行うことができた。

原生生物情報サーバの全文検索
http://protist.i.hosei.ac.jp/search/search_all.html
原生生物図鑑の全文検索
http://protist.i.hosei.ac.jp/search/search_taxonomy.html
研究資料館の全文検索
http://protist.i.hosei.ac.jp/search/search_PDB.html
採集地ごとの生息情報
http://protist.i.hosei.ac.jp/search/locality_search.html

アサガオデータベース統合検索
http://protist.i.hosei.ac.jp/Asagao/BioCrawler/search_n9c6.html
微生物多様性データベース統合検索（キーワード入力法）
http://protist.i.hosei.ac.jp/GBIF/MDIA/search_all.html
微生物多様性データベース統合検索（キーワード選択法）
http://protist.i.hosei.ac.jp/GBIF/MDIA/search_all2.html

以下は，現在，「原生生物情報サーバ」の一部の Web page に挿入してある Bio-Crawler を利用した SiteSearch
のための書式の一例である。

<FORM action="http://bio-crawler.dna.affrc.go.jp/src-bin/namazu8.pl" name="MyFORM"
method="GET">
<!-------------データ入力枠の指定------------->
<input type="text" name="query" size="22">
<input type="submit" name="submit" value="Bio-Crawler">
<!--------------検索条件の設定--------------->
<input type="hidden" name="subquery" value="http://protist.i.hosei.ac.jp/">
<input type="hidden" name="idxname" value="sid278">
<input type="hidden" name="range" value="all">
<input type="hidden" name="lang" value="">
<!-------------検索結果表示の設定------------->
<input type="hidden" name="whence" value="0">
<input type="hidden" name="max" value="25">
<input type="hidden" name="sort" value="score">
<input type="hidden" name="result" value="short">
<input type="hidden" name="cont" value="on">
<input type="hidden" name="reference" value="on">
<input type="hidden" name="cof"
value="LW:260;L:http://protist.i.hosei.ac.jp/GIFs/title_bar.jpg;
LH:29;AH:left;BB:#ffffff;BT:#334444;BL:#003377;BV:#003377;BA:#003377;">
</FORM>

さらに，上記のサイト内検索機能の応用として，関連する複数のサイトを一括して検索できるシステムも開発
した。その簡易式の統合検索の設定法を含めて，ユーザー側が Bio-Crawler を利用するための様々な設定マニュ
アルを作成し，ネット上で公開した（図－6）。

67

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/BioCrawler/index.html

図－6. BioCrawler によるサイト内検索
及び統合検索設定マニュアル

7） 生物系研究資材データベース構築法のマニュアル作成・公開
これまでの 5 年間に開発を行った生物系研究者による画像・動画データベースの構築，およびネットワーク公
開を支援するための様々なノウハウをマニュアルとしてまとめ，以下の URL で公開した（図－7～9）。

図－7. データベース作成支援ガイド＆マニュアル
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図－8. データベース構築＆公開ガイド

図－9. テクニカルガイド

画像・動画データベース作成支援
http://ameba.i.hosei.ac.jp/BRNet/index.html

このマニュアルは，以下の二部構成となっている。
ア）生物系研究者のための研究資材データベース構築＆ネットワーク公開ガイド
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/guidelines/index.html
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イ）画像データベーステクニカルガイド
http://ameba.i.hosei.ac.jp/BRNet/index.html

ア）では，生物系の研究者が自らの手で様々な資材情報をネットワーク上で公開する際に，心掛けること，注
意すべき点などについて紹介している。以下はその目次である。

0. はじめに
1. データベース構築の前に
1-1. データベースの用途
1-2. 利用者層の拡大とそれへの対応の必要性
1-3. 分散型広域データベースとしての位置付け
1-4. 有用なデータベースとは？
2. データベース作成上の留意点
2-1. データベースの構成
2-2. 閲覧ソフトと検索エンジン
2-3. HTML ファイルの設計
2-4. 学術情報としての質の維持
3. 作成後から公開まで
4. データベース公開以後
4-1. Web サイトの周知法
4-2. サーバマシンの維持・管理
4-3. データ更新の際の留意点
4-4. 利用者との交流
5. 著作権について
6. 印刷メディアにない新しい情報の扱い
7. 将来展望

一方，イ）では，以下のようなデータベースを実際に構築していく上で必要になる様々な技法，テクニックに
ついて詳細に解説している。
画像撮影機器
デジタル化
画像処理
ファイル操作
動画撮影・記録装置
動画の編集・圧縮
バーチャル顕微鏡
付属データ管理
Web サイト作製
サーバ・サイト管理
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8） データベースの必要性に関する研究者への啓蒙活動
本研究のテーマは，生物系研究者が個人レベルで情報発信が容易にできるように知的基盤を整備することにあ
るが，それには，たんに情報発信のノウハウを開発するだけでなく、それらを他の生物系研究者に伝え，情報発
信への意欲を惹起する啓蒙活動も重要である。そのような視点に立ち，学会等の機会を通じた啓蒙活動を計 5 回
（演題数：10）行うとともに，一部はその講演内容を Web page 化して公開した。

ア）インターネットにおける生物データベースの現状と展望
（日本動物学会第 68 回大会関連集会， 奈良女子大学，1997）
演題：
月井雄二, 原生生物データベース-素材データベースとしての原生生物情報サーバ
木原

章, パーソナル Web Publishing の時代

月井雄二, 学術データベースのサポートシステムの確立
http://ameba.i.hosei.ac.jp/BIDP_J/WorkShop/1997/index.html

イ）インターネット懇談会
（日本動物学会第 70 回大会関連集会， 山形大学，1999）
http://ameba.i.hosei.ac.jp/BIDP_J/WorkShop/1999/index.html
演題：
木原

章, 古い文献の復活計画

月井雄二, 学術情報をネット上で公開することによって何が変わったか
月井雄二, ネット上で学術情報の公開を続けて行く上での問題点
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/WorkShop1999/JSZ_1999/index.html

ウ）月井雄二，広域データベースと分類学の未来--原生生物画像データベースの意味するもの-- （Joint Forum:
Taxonomy Initiatives for Biodiversity Conservation in an IT Era, January 13-14, 2001）
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/TI_2001E/index.html
エ）木原章，生物データベース構築は研究として成立するのか？
（東京大学海洋研究所共同利用シンポジウム「生物学と映像・画像技術の現状と未来—その2−」 2001年2
月15日）

オ）生物分類データベースの現状と展望（日本動物学会弟 72 回大会関連集会：日本動物分類学会・生物情報広
域データベース化研究グループジョイントワークショップ,九州産業大学,2001）
演題：
月井雄二, GBIFの紹介と生物多様性データベースのあり方について
木原

章, 分類以外の切り口で多様性をとらえるデータベースの可能性について

http://ameba.i.hosei.ac.jp/BIDP_J/WorkShop/

考

察
我々のプロジェクトの目的は，生物系の研究者が自らの手でデータベースを構築し，ネットワーク公開するこ

とを支援するシステム開発にあった。しかし，5 年間に及ぶプロジェクトの中で我々は技術的な支援システム開発
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だけでは解決できない重要な問題が残されていることに気付いた。それは，いかに様々な支援システムが開発さ
れようと，肝心の研究者側にデータベースを構築・公開しようとする意欲がなければ何の役にも立たないという
ことである。
実際に，我々は上記のように，何度か学会等でデータベースの必要性を訴え，我々が開発した支援システムの
紹介をしてきたが，その都度，多くの研究者から，データベースの有用性，必要性は認めるものの，それらを自
らの手で作ろうという意欲が持てない，という反応が返ってきた。その理由は，ネットワーク上でそのような情
報の公開をしても，研究者の業績としては評価されないからである。
そこで，思い至ったのが，ネットワークを学術用のメディア（データベース公開の場）として活かすためには，
研究者の手で構築・公開されたデータベースを評価し，学術的価値があると認められたものを恒久的に保存する
公的機関の必要性である。
すなわち，従来の科学では，研究者が作り出した情報は学術雑誌等の印刷メディアに記録され公開される。そ
して，公開されたものは大学図書館等で恒久的に保存される。この学術情報の恒久的な保存により，後になって
論文等で引用することが可能となり，また，公開された情報が研究者の業績として認められるのである。しかし，
現在，ネットワーク上でボランティア的に発信された情報については，その学術的価値を評価するシステムもな
ければ，印刷メディアにおける大学図書館のような恒久的な保存のための公的機関もない。このため，ネットワ
ーク上にある情報は，論文等で引用することができず，研究者の業績としても認めらないのである。業績になら
なければ，研究者に情報発信しようという意欲が生まれないのは当然といえる。
したがって，研究者によるネットワーク上での情報発信を活性化するには，その発信された情報の学術的価値
を評価し，その価値が認められたものを恒久的に保存するための公的機関の設置が必要なのである。
この問題については，以下の URL で紹介している。

1）ネットワーク上で発信される学術情報を評価しバックアップする社会システムの必要性（1997 年度川渡合同セ
ミナー報告）
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/Kawatabi/menu.html
2）学術情報をネット上で公開することによって何が変わったか，ネット上で学術情報の公開を続けて行く上での
問題点（日本動物学会第 70 回大会 関連集会 1999 年 9 月 26 日）
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/WorkShop1999/JSZ_1999/index.html

3）生物系研究資材データのデータベース化サポートシステムに関する研究 （JST シンポジウム，生命科学の明日
を拓くバイオリソースネットワーク）
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/JST_99/menu.html

4）Public Domain Image Databases for Taxonomic Research and Education: A Case Study, Protist Image Database
（Join Forum: Taxonomy Initiatives for Biodiversity Conservation in an IT Era, January 13-14, 2001 ）
http://protist.i.hosei.ac.jp/Science_Internet/TI_2001E/index.html

このうち，上記 2）の論文は「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」（http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/）から
依頼があり，同誌の 2001 年 04 月 25 日号（http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/097.html）に再掲載され
た。このことから，
「学術情報を評価しバックアップする社会システムの必要性」については，生物系にかぎらず
学術研究全分野における今後の課題として認知されつつあることがわかる。
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1. 研究資材データベースの効率化に関する研究
1.2. 生物系研究資材データベースの高度化サポートシステムに関する研究

1.2.2. データ抽出・分類・同定ワークベンチに関する研究

国立遺伝学研究所生命情報研究センター分子分類研究室
菅原

要

秀明

約
第 I 期終了にあたり要素技術を再評価した結果、担当課題においてはデータベースを市販の ObjectStore では

なく可搬性が期待される XML 技術による構築に変更する決断を下し、また、統合化に CORBA を採用することを確
定した。第 II 期では Brnet の他機能との連係を重視しながら当システムの機能拡張を実施した。
第 I 期の成果である InforBIO の機能を継承しながら、オンライン版へ拡張した。酵母 DB、乳酸菌、ストレプト
マイセス、真正細菌類データベース、DDBJ、RDP からのデータ利用をもとに、オンライン上で、検索者のデータと
合わせて、 genomic rRNA に基づく系統分類、資化性試験に基づく同定機能を提供するようにした。データは CORBA
で連携させ、遺伝研の Web サーバ経由での公開、提供を可能とした。

研究目的
生物多様性研究の基盤の構築に資するため、遺伝情報、形質情報および所在情報で構成される菌株情報への自
在なアクセス機能と、研究目的に応じた解析機能を有するワークベンチを、情報システムにおけるさまざまな標
準化の動向を踏まえながら、国際的に多様な系統保存が為されている培養生物をモデル生物として、試作する。

研究方法
本研究においては既存のデータへの対応能力とともに、実験研究の進展に対応可能な「柔軟性と拡張性」に特
に留意する。また、本研究班以外で構築提供される生物情報の情報源群との相互運用性を円滑に実現していける
ようにいわゆる「オープンシステム」の技術を用いることとする。
第 I 期終了にあたり要素技術を再評価した結果、担当課題においてはデータベースを XML 形式で持ち、統合化
にあたっては CORBA を採用することに決定した。本年度は、以下の開発項目について機能拡張を実施した。
・データベースエンジンを XML に移行し、データ構造の柔軟な変更を実現し、さらにデータの新規登録・更新機
能を充実すること。
・CORBA インタフェースを通したリモート同定機能モジュール
・分子データに基づいた分類同定機能モジュールを実現する。
・相同性検索 CORBA サーバ
・一般の利用を図る準備として開発用マシンから安定的に稼動するサーバへワークベンチを移行する。
・モジュールとして開発してきたデータの抽出、蓄積、検索、同定（複数の手法）
、分類（複数の手法）
、レポート作
成の機能を必要に応じて組み合わせて特定の研究開発目的にあった一貫したデータ処理が可能なことを、テストする。
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研究成果
ア）システム化の目的
第 I 期で開発を進めた、微生物同定・分類システム（InforBIO）でモジュール化されたコンポネントをほぼそ
のまま利用しながら、異なるシステム技術を用いて構築されている既存の微生物情報データベースシステムを、
CORBA 技術により論理的に統合した微生物情報の閲覧環境を提供し、利用者の利便性を向上し微生物情報の有効利
用を促進することを目的とした。利用者は、各資源の物理的な位置を気にすることなく、様々な資源を利用でき
るようになる。

イ）システムの概要
本システム（以下｢MICS｣とする）は、インターネット上に点在している有用な微生物に関するデータベース、
或いは既存の検索アプリケーションに CORBA 技術*1 を用いて接続し、ユーザが物理的な情報の分散を意識せずに必
要な情報を動的に収集し、収集結果に基づいた解析を実行できる機能を提供する。プロトタイプとして、酵母デ
ータベース、乳酸菌データベースなどを対象とした。

ウ）システム構成
本システムの現行構成を以下に図示する。（図－1）
本システムでは情報提供機関サーバに CORBA サーバを立ち上げ、データソース側のオブジェクトのリファレン
スを遺伝研サーバに登録することにより、ダイナミックにデータソースにアタッチする事を可能としている。す
なわち、クライアントは WWW を介して遺伝研サーバにデータ要求を行い、遺伝研サーバはそれを受けて登録され
たリファレンス情報を元に ORB 経由で情報提供機関サーバのオブジェクトに接続・データ入手を行う。
この時、クライアントには基本的に WebBrowser 以外のソフトウェアを特に必要としないが、ネットワークワー
ク負荷を極力減らす為に、同定・分類機能のモジュールを予め Plug-In しておく事が可能である。遺伝研サーバ
では、Servlet エンジンと CORBA Naming Service の 2 つのプロセスを稼動させておく必要がある。ユーザからの
リクエストを Servlet プログラム内で解釈し、CORBA Naming Service に登録されたオブジェクトリファレンスを
頼りにデータソースに接続する。いわゆる CORBA クライアントとしての役割を担う。一方、情報提供機関サーバ
には CORBA サーバプロセスを稼動させておく必要がある。CORBA サーバプロセスでは、CORBA クライアントからの
要求に応じて RDBMS（或いはその他永続化装置）からデータのオブジェクト化を行い返す。この時 CORBA では通信
プロトコルとして IIOP を用いる（後述[CORBA 接続による IIOP 通信の流れ]参照）。

*1 CORBA：Common Object Request Broker Architecture。OMG（Object Management Group）で提唱される、分散
オブジェクトを扱う為の標準技術であり、クライアントはサーバに実装されたオブジェクトの物理的な位置を意
識せずにアクセスする事が出来る。

78

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

情報提供機関サーバ

遺伝研サーバ

DBMS

Servlet

CORBA
Naming Service

server.info

DB_access
class

CORBA SERVER

WWW

JDBC Driver

IIOP Port

IIOP Port

FireWall

FireWall
HTTP Port

Internet

クライアントへ

図―1

[処理フロー]

（図－２）

遺伝研サーバで CROBA Naming Service を稼動させる。
遺伝研サーバで Servlet エンジンを稼動させる。
各情報提供機関サーバで CORBA Server を稼動させる。
各情報提供機関サーバ内で管理するオブジェクトのリファレンスを CORBA Naming Service に登録する。
クライアントより微生物情報の収集指示を受ける。
CORBA Naming Service に登録されたオブジェクトリファレンスに基づいて情報提供機関サーバ内のオブジェクト
を取得する。
取得したオブジェクトを Servlet プログラム内の変数として格納する。
データ選択＆編集画面を出力する。
データ選択＆編集画面で加工されたデータを Servlet プログラムで管理する Session に保存する
（ユーザ毎に管理）
。
データ選択＆編集画面で指示された同定・分類用の画面を出力する。
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図－2

処理フロー
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[CORBA 接続による IIOP 通信の流れ]
ここでは、現在実稼動中の発酵研究所サーバ（以下 IFO サーバ）での接続例を用いて、CORBA 接続による IIOP 通
信の流れを解説する。

IFO サーバに置かれた CORBA SERVER を起動すると遺伝研サーバの CORBA ネーミングサービスにそのアドレス等（オ
ブジェクトリファレンス）の登録に行くと同時にポートを用意し、IIOP 通信の準備をする。一方、ネーミングサ
ービスでは、登録に来たオブジェクトリファレンスを記録し、クライアントからのリクエストに応じその情報を
返す機能を提供する。パケット遷移図 1 参照（図－3）。

CORBA初回起動時に
稼動場所を通知

遺伝研サーバ

発酵研究所サーバ
Port:5910

Servlet

CORBA
Naming Service

Oracle
DBMS

server.info

DB_access
class

CORBA SERVER

WWW

IIOP Port

Oracle Thin
Driver

IIOP Port

FireWall

FireWall

HTTP Port

Internet

クライアントへ

IFOサーバ

遺伝研ネーミングサービス稼動サーバ
ＩＦＯファイアウォール

ソース

IFOサーバのアドレス

ソース

遺伝研ファイアウォール

IFOサーバのアドレス

ソース

IFOサーバのアドレス

遺伝研ネーミングサービスの稼動して
ディスティネーション いるマシンのアドレス

遺伝研ネーミングサービスの稼動して
ディスティネーション いるマシンのアドレス

遺伝研ネーミングサービスの稼動して
ディスティネーション いるマシンのアドレス

コンテキスト

コンテキスト

コンテキスト

CORBAオブジェクトの情報

CORBAオブジェクトの情報

CORBAオブジェクトの情報

IFOサーバから遺伝研サーバネーミングサービスへのオブジェクトリファレンスの登録のパケット遷移。
図－3 パケット遷移図 1
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遺伝研サーバはクライアントからの要求で、サーブレットを起動する。このサーブレットはまず要求するオブ
ジェクトリファレンスをネーミングサービスに要求する。遺伝研サーバはネーミングサービスより得たリファレ
ンスを便りに IFO サーバへオブジェクトの取得を行う。パケット遷移図 2 参照（図－4）。

CORBA初回起動時に
稼動場所を通知

遺伝研サーバ

発酵研究所サーバ
Port:5910

Servlet

CORBA
Naming Service

Oracle
DBMS

server.info

DB_access
class

CORBA SERVER

WWW

Oracle Thin
Driver

IIOP Port

IIOP Port
FireWall

FireWall

HTTP Port

Internet

クライアントへ

IFOサーバ

遺伝研サーバ
遺伝研ファイアウォール

IFO ファイアウォール

遺伝研サーバからIFOサーバへのオブジェクト要求のパケット遷移。
図－4

パケット遷移図2
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エ）アプリケーションサーバ層（遺伝研サーバ）について
ここでは実際の MICS 画面を用いて、MICS アプリケーションについて解説する。（図－5）

図－５
[メインメニュー]

MICS は BRNet ｢分類同定｣から
リンクされている。

MICS トップ
現在、利用可能な情報提供機関名
がボタンで表示される。
MICS 使用時には、通常 mics.jar
ファイルをダウンロードしてクラ
スパスを通す必要がある。*2

*2

ダウンロードセンター
ここから最新の InforBIO のダウンロードが可能。

簡易ユーザーの為に mics.jar がダウンロードされていない場合でも動的に取得する機能をシステムは保持し

ている。この時、MICS 初回起動時毎にダウンロードの時間を要すが、一度ダウンロードされればログアウトしな
い限り動的ダウンロードなしに MICS を利用できる。

83

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

[MICS トップ]

MICS トップ画面でアクセスしたい
情報提供機関名を押下すると、各機関
毎のメニューに移る。

データ収集時における情報提供機関サーバへの
負荷軽減の為、通常、ユーザーは遺伝研サーバに
プールされたデータを利用する。(→ Go ボタン)
最新のデータを取得したい場合は Reload ボタン
を押下して、データの再収集作業を行う必要があ
る。（ID とパスワードが必要）

画面中央部の取得履歴を見れば、現在遺伝
研にプールされているデータがいつ取得さ
れたものかが分かる。
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[データの更新]

ユ ー ザ ー ID 及 び パ ス ワ ー ド を 入 力 し
て”Submit”ボタンを押下すると、情報提供
機関より最新データの取得を行う。

[MICS メイン]

“Select ALL”データを押下すると、全データがスプレッドシート上に展開される。
ユーザーはここから任意のデータを選択して解析に投げることとなる。
現在利用できる解析
*Dendrogram

*数量化Ⅲ分類

*二分木同定
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[解析]

Dendrogram

二分木同定

数量化Ⅲ分類

確率的同定
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オ）データサーバ層（情報提供機関サーバ）について
現在、以下の情報提供機関のデータに対して本システムが実装されている。また、機関
毎の CORBA サーバモジュールの可搬性・独立性を高める為に IDL（Interface Definition
Language：インターフェース定義言語）モジュールを機関毎に分割している。

発酵研究所（放線菌データ）
これまで、本データサーバに対する CORBA 接続に際しては、ファイアウォールのマスキングにより実現が叶わ
なかった（データサーバ自身のアドレスではなくファイアウォールのアドレスが NamingService に登録されてし
まう*3）。その為、CORBA 接続に際し、ファイアウォールの設定を変更する必要性（F/W のマスキング設定を外す）
とセキュリティーの観点から試行錯誤したが発酵研究所殿及び日本オフィスシステム株式会社殿のご協力により
CORBA による接続を実現し現在稼動中。なお、今後上記のような場合に備え、CORBA サーバ立ち上げ時の
NamingService への所在登録について、所在識別子としてサーバのＩＰアドレスだけでなくサーバの URL でも登録
可能にするようプログラムを改修した（→サーバの URL であればファイアウォールのマスキングによらない）。

国立遺伝学研究所(中瀬研究室データ/酵母データ)
平成 13 年 10 月に酵母(Basidiomycota 担子菌門)の性状データ 2059 件を預かりデータベース化。CORBA 対応モ
ジュールについても作成し、データベースを遺伝研サーバに移設し本番稼動した。

産業技術総合研究所(鎌形研究室データ/微生物化学性状分類データ)
微生物データベースシステム（8,161 件）は完成しており、NIG サーバでの公開に向けて、現在、産総研の鎌形
研究室殿で全データのクリーニング中。また、MICS で用いるデータ項目（CORBA 化対象項目「利用可能な基質」
等）専用クリーニングツール及び CORBA 対応モジュールについても作成済。上記クリーニング作業が完了次第 CORBA
運用予定。

理化学研究所(JCM カルチャーコレクション)
平成 13 年 10 月に理化学研究所殿から、CORBA 接続について了承を頂く。現在、CORBA 対応モジュールの作成及
びテスト段階中（→CORBA 接続による Entry データ取得部は実装済。MICS 上でのデータ表示形式及び解析部の取
り扱いについて検討中）。テスト完了次第、実環境への移行について JCM と調整する予定。

理化学研究所(JCM 乳酸菌性状データ)
平成 12 年度辨野先生より頂いた乳酸菌の性状データ 173 件についてデータベース化。CORBA 対応モジュールに
ついても作成が完了し、稼働テストを終了した。データベースを遺伝研サーバに移設し本番稼動した。

*3 ファイアウォールのマスキングとネーミングサービスについて
発酵研究所(以下 IFO)サーバはファイアウォール内でプライベートアドレスを用いている為、IFO ファイアウォ
ール通過の際にそのソースアドレスが IFO ファイアウォールのアドレスに変換されてしまう。したがって、CORBA
ネーミングサービスには IFO ファイアウォールのアドレスが登録されてしまう。パケット遷移図 3 参照（図－6）。
その結果、後のオブジェクト要求時に IFO ファイアウォールに取得要求を行ってしまい、IFO サーバへの接続が出
来ないでいる。パケット遷移図 4 参照（図－7）。この問題に対処する為に、
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IFO ファイアウォールのルール設定を変更し、内側の IFO サーバへのリレーを記述する
IFO ファイアウォールのマスキングそのものを外す。
ファイアウォールのマスキングの影響を受けないよう、ソースアドレスではなくサーバの URL をネーミングサー
ビスに登録するよう変更する。

とした。

遺伝研ネーミングサービス稼動サーバ

IFOサーバ
ＩＦＯファイアウォール

遺伝研ファイアウォール

ソース

IF Oサー バのア ドレス( Pri v a te IP)

ソース

ＩＦ Ｏフ ァイア ウォ ー ルのア ドレス

ソース

ＩＦＯファイアウォールのアドレス

ディスティネーション

遺伝研 ネーミングサービスの稼動して
いるマシンのアドレス

ディスティネーション

遺伝研ネーミングサービスの稼動して
いるマシンのアドレス

ディスティネーション

遺伝研 ネーミングサービスの稼動して
いるマシンのアドレス

コンテキスト

CORBAオブジェクトの情報

コンテキスト

CORBAオブジェクトの情報

コンテキスト

CORBAオブジェクトの情報

図－6

パケット遷移図3

遺伝研サーバ

IFOサーバ
遺伝研ファイアウォール

IFO ファイアウォール

ソース

遺伝研サーバのアドレス

ソース

遺伝研サーバのアドレス

ディスティネーション

IFO ファイアウォールのアドレス

ディスティネーション

IFO ファイアウォールのアドレス

コンテキスト

CORBAリクエスト

コンテキスト

CORBAリクエスト

図－7

考

パケット遷移図4

察
目標であった、目的に応じた検索から解析までを一貫して行えるワークベンチの実現は、ほぼ達成できたと思

われる。しかしながら、本研究を通して得られた以下の点が懸案事項となっている。
ア）データベースシステムとして XML を採用した結果、データ構造の変遷に対応する柔軟性にはよく対応でき
たが、データ量の増加に伴い、ファイルサイズの大幅な増加すること。文字以外のデータ（画像や HTML 形
式など）が直接データベース内で管理できていないこと。
イ）パーソナルユースを目的に開発してきた結果、データの登録更新に対して、マルチユーザ対応となってい
ない点。
ウ）現在の CORBA で普及しているコンパイラが、IIOP を標準的な通信手段としているため、CORBA 接続のため
に専用のポート番号が必要となる点。
エ）ネット上の CORBA サービスを見つけるためのメカニズム（ネーミングサービス）が充実していない点。
などである。特に、エ）に関しては、インターネット上で展開するサーバ数の増大を考えると、現状のサーチエ
ンジン的な対応とは別に、自己組織化的にサービスを自動登録・更新する技術の実現が必要であると考えられる。
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2. ネットワーク結合した生物系研究資材データベースシステムに関する研究

2.1. ネットワーク統合に関する研究

科学技術振興事業団データベース開発部
金子

要

弘正

約
今回開発した「簡易統合検索システム」は、複数の検索対象である Web サイト毎の情報を管理し、利用者に統

一的な検索手順を提供する。これによって、利用者は探したい情報の種類とその検索条件（キーワード等）を指
定することにより検索が可能となった。簡易統合検索システムでは、次の 2 種類の情報源を対象としている。
○JST の生物系研究資材データベース
○インターネット上で公開されている生物系研究資材データベース
一方、「詳細カタログ検索システム」は、インターネット上に存在する生物系研究資材のカタログ情報を統合
検索し、JST で検討している基準フォーマットに基づいて結果を一覧表示するシステムであり、現在、6 機関、20
種のカタログデータベースに対応することができた。
これら二つのシステムは、各サイトの検索ページの記述に WIDL(Web Interface Definition Language)規格を採
用している。さらに、この規格をベースに拡張した DWD(Definition of Web Document To XML)を独自に開発し、
実装した。これらのシステムは以下の 6 点について優れた特徴を持っている。
! 操作性
! 汎用性
! メンテナンス性
! コストパフォーマンス
! データの共有化
! 検索の並列化

研究目的
本研究では、インターネット上に散在する各種生物系研究資材データベースを統合的に検索するシステムを検
討しプロトタイプを開発する。
インターネット上に散在する情報は、各研究機関・大学、企業が Web サーバ内部で各種のデータ管理技術を利
用して発信されている。HTML ファイルというハイパーテキストの形式で文書や画像データを参照できるようにし
たものや、データベース管理システムにデータを格納し、随時データベースから抽出する形式のものなどがある。
しかし、HTML ファイルやデータベースを区別無く検索する機能を有する生物系情報収集に適した検索システムが
存在しない。そのため、各 Web サイト毎に、異なる指定方法でキーワードを入力し検索する方法がとられている。
これでは、必要な情報を得るために膨大な時間と労力がかかる上、網羅的に検索することは不可能である。
本研究では、何種類かの検索方法を Web サイトのデータ管理形式に応じて使い分け、結果をひとつにまとめて
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返す統合検索を検討する。すなわち、利用者が何らかの研究資材の情報を求める際に、インターネット上に散在
している Web サイトにある HTML のページやデータベースで管理しているデータを網羅的にキーワードを用いて検
索し、その結果を纏めて利用者に回答する機能を検討する。

研究方法
1）バイオリソースネットワーク連係機能の調査
生物に係わる研究開発に対して情報と資材を提供する幅広い基盤としてのバイオリソースネットワーク構築に
際し、バイオリソースネットワーク参加機関等で提供される生物系研究資材について調査を行い、高度利用レベ
ルの統合探索機能（高度探索機能）の機能連携を検討した。
そして、これら高度利用機能をはじめとし、バイオリソースネットワークに参加している研究機関が提供して
いるシステムの連係機能を提供するためのポータルサイトの作成を行った。

2）統合検索システムの設計・開発
先のバイオリソースネットワーク連係機能の調査結果を踏まえ、バイオリソースネットワーク参加機関等で提
供される生物系研究資材のカタログデータを統一的に検索し、その情報を研究目的に合わせて再構造化して、利
用者に返す「詳細カタログ検索機能」を設計・開発した。
また、統合検索システムの検索対象 Web サイトの管理はサイト毎に独自に管理、更新されている。従って、こ
れらの情報が有効か否かを、統合検索システム側から定期的に検査する自動チェックプログラムを開発した。
さらに、“詳細カタログ検索システム”、及び簡易統合検索システム”について、Java によるスレッド化をは
かり高速化を行った。

研究成果
1）バイオリソースネットワーク連係機能の調査
ア）バイオリソースネットワークにおける連係機能
バイオリソースネットワークにおける高度利用機能とは、「DB 作成支援」「資材検索」「分類同定」「受発注」
を指し、これらを統合的に利用・表示するための連携機能を付加する必要がある。
この中で、「資材検索」と「受発注」の機能には大きな関連がある。「資材検索」には、「資材に関する情報
の収集」と「条件を満たす資材自体の入手」という 2 つの側面がある。すなわち、「資材検索」からそのまま「受
発注」に繋げられる仕組みが必要である。特に「詳細カタログ検索システム」では、受発注可能な生物系研究資
材が検索の対象であり、このシステムから「受発注システム」へ情報を受け渡すことは重要である。直接受発注
可能でない場合でも、受発注のための連絡先へ必要な情報を添付して連絡できることが必要である。
「分類同定」機能はバイオリソースネットワーク内の高度利用機能として、重要な役割を担っている。バック
グラウンド・システムとしてはバイオリソースネットワーク内に公開されている各種のデータベースを利用する
ことになる。
「DB 作成支援」はバイオリソースネットワーク内では独特の位置付けとなる。この機能は、公開された情報の
利用だけでなく、研究者自らが持つ情報や資材を公開してもらうための機能である。ここで公開された情報が「資
材検索」や「分類同定」で利用されることが望ましい。そのために単純なデータベース作成支援だけでなく、「資
材検索」や「分類同定」と連携するための情報の提供、構築支援を含める必要がある。また、画像、動画データ
ベースの作成に当たっては、単に情報の作成だけでなく、共有データベースへの格納方法を含めて、情報の提供、
支援システムの作成が必要である。これらを取り込んだバイオリソースネットワークの機能は図－1 のようになる。
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KEY WORDS

結果画面

統
一
化
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

結果画面

------------------HUV-EC-C
IFO50271
ORIGINAL NAME:HUV-EC-C
ORIGINATOR: ・・・
DEPOSITOR: ・・・
CHARACTERISTICS:
SOURCE INFORMATION:
Animal:Human
Tissue:umbilical cord, vein
MORPHOLOGY:endothelial
SPECIES:Confirmed as human ・・・
DESCRIPTION:normal endothelial cell,
umbilical cord
CULTIVATION:
MEDIUM:MCDB107 medium with 10%
FBS, 100 ug/ml heparinand 50 ug/ml
endothelial cell growth supplement.

研究資材データベース

結果画面

HUC-F
Cell No. : RCB0153
Cell name : HUC-F
Comment : ヒトへその緒（女）由来正常線維芽
細胞で、当細胞銀行で新たに分離したものである。

Animal : human
Sex : F
Tissue derived : umbilical cord
Morphology : fibroblast-like
General charact. : Normal umbilical
cord fibroblast, female
Medium and additives : HF-RITC807+10%FBS
Growth temperature : 37
CO2 concentration : 5%
Freeze medium : Medium+10%DMSO
Adhesion efficiency : 100%>

◎国立医薬品食品衛生研究所
(培養細胞研究資材データベース)
◎財団法人発酵研究所
(細菌群データベース)
◎理化学研究所
(CellBank, JCM, PCB)
◎国立遺伝学研究所
(E.coli)
◎国立環境研究所
(原生動物及び微小後生動物データベース)
◎生命工学工業技術研究所
(真正細菌類データベース)

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

詳細カタログ検索システム
検索画面
結果画面

Search
KEYWORDS

1administrration_code
2accession_number
3cell_name
4alias_name
5animal
6generic_name
7species_name
8sex
9age
10tissue_derived
11disease_name
12genetic_background
13cell_life
14morphology
15general_charact
16assortment
17history_of_culture
18cell_fraction
19culture_medium
20medium_code

◎理化学研究所
(乳酸菌、酵母)
◎財団法人発酵研究所
(ストレプトマイセス)
◎国立遺伝学研究所
(E.coli)
◎生命工学工業技術研究所
(真正細菌類データベース)

Search A
○○○
50271
HUV-EC-C

×××
153
HUC-F

△△△
0744
ECV304

Human
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

human
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

Search B

human
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

Search C

・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

データベース作成支援
◎法政大学第一教養部
(画像、動画データベース作成支援システム)
◎科学技術振興事業団
(共有データベース)

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

検索結果の授受

WWWServer
CGI Database Server

発注

研究資材受発注システム
◎理化学研究所
(研究資材受発注システムのネットワーク化)

Internet

簡易統合検索システム

Internet上の生物系
研究資材の検索

◎科学技術振興事業団
(統合検索システムの開発)
◎農業生物資源研究所
(生物系研究資材収集ロボットの開発)

図―1

バイオリソースネットワークの機能関連

イ）カタログ情報の調査
複数のサイトと連携して、統合的な検索結果を整理して提示するためには、できる限り同一の項目で情報が整
理されていることが望まれる。高度利用機能への連係機能として、カタログ情報データベースを横断的に検索し
利用者に提示する「詳細カタログ検索システム」の開発に先立ち、カタログ情報をデータベースとして保有・公
開している機関を対象とし、データベース項目、検索可能な項目、検索方法等についてヒアリング調査を実施し
た。なお、調査は、バイオリソースネットワーク参加機関を中心に選定し、情報の整理、及びシステム開発に携
わったに研究者、開発者に対して実施した。
ヒアリングの結果については、以下のように整理した。
! 基準フォーマットの項目と各機関のデータベースの項目との対応付け
! 検索対象項目の洗い出し、及び基準フォーマットとの対応付け
! 検索方法の整理(検索タイプ(全文、項目、絞り込み)、AND,OR 検索の有無、及びその方法)
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ウ）基準フォーマットタグの定義
各機関が保有、公開しているカタログ情報については、項目的には JST で検討している「基準フォーマット」
に近い整理がされているが、対応している項目の名称、及びその表示方式は様々である。このため、現状として
は、情報としては記載されていても、検索システムから正確に読みとることが難しい場合がある。このような情
報の欠落を防ぐため、複数の機関のカタログを一覧表にするためには、できる限り同一の項目で情報が整理され
ていることが望まれる。
そこで、前述したカタログ情報の調査結果を踏まえ、基準フォーマット用のタグを定義し、各データベースと
の対応付けをはかった。各研究機関のカタログ情報の表示法を変更する際には、「基準フォーマット」に該当す
る項目について、タグ付けを行うことにより対応可能となる。このようなタグを付記し、XML でデータのやりとり
を行うことによって、これまで HTML で表現していたデータに比べ、データに階層構造、意味表現を持たせること
ができるというメリットがあり、異なるデータベース間のデータのやりとりも簡単に行うことができる。そのた
め、システム仕様の変更により出力形式が変わった場合でも、タグによってデータの抽出を行うため、「詳細カ
タログ検索システム」の変更も必要ない。

表－1～表－3 に検討した動物細胞、微生物、植物細胞の基準フォーマットで使用するタグを示す。
基準フォーマットのタグをデータベース検索の出力に付記する方法として以下の 2 通りの方法がある。
! 基準フォーマットタグで囲む
該当するデータを基準フォーマットタグで囲む方法であり、データのやり取りを XML で行うことができる。
! ID 属性を埋め込んだタグで囲む
該当するデータを囲んでいるタグに、ID 属性を付記し、値に基準フォーマットのタグ名を指定する方法で
ある。該当するデータがタグで囲まれていない場合は、<a>タグで囲み、基準フォーマットタグ名を指定した
ID 属性を付加する。

現状のシステムで出力している HTML データを大きく変更する必要はない。
例）<a>タグで囲む
Neuro-2a
IFO 50081
ORIGINAL NAME:Neuro-2a
ORIGINATOR:Klebe, R. J. ＆ Ruddle, F. H.
…

<a ID=”scientific_name”>Neuro-2a</a>
<a ID=”accession_number”>IFO 50081</a>
ORIGINAL NAME:Neuro-2a
<a ID=”originator”>ORIGINATOR:Klebe, R. J. ＆ Ruddle, F. H.</a>
…
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表―1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

タ

動物細胞の基準フォーマットタグ

グ

項目名

< a d m in is t r a t io n _c o d e _B R N e t >

管理用番号

< o r g a n iz a t io n _c o d e _B R N e t >

機関コード

< a c c e s s io n _n u m b e r _B R N e t >

保管番号

< c e ll_n a m e _B R N e t >

細胞名

< a lia s _n a m e _B R N e t >

別名

< o r ig in a t o r _B R N e t >

細胞開発者英名

< d e p o s it o r _B R N e t >

寄託登録者英名

< h is t o r y _o f_c u lt u r e _B R N e t >

菌株来歴

M u lt i

< c h a r a c t e r is t ic s _ B R N e t >
< a n im a l_B R N e t >

細 胞 の 由 来 動 物 （一 般 名 ）

< g e n e r ic _n a m e _B R N e t >

動物属名

< s p e c ie s _n a m e _B R N e t >

動物種小名

< s t r a in _B R N e t >

由来動物の系統

< s e x _B R N e t >

性別

< a g e _B R N e t >

年齢

< t is s u e _d e r iv e d _B R N e t >

細胞の由来組織

< d is e a s e _n a m e _B R N e t >

病名

< g e n e t ic _b a c k g r o u n d _B R N e t >

遺伝学的背景

< m o r p h o lo g y _B R N e t >

光顕レベルの形態的特徴

< g e n e r a l_c h a r a c t _B R N e t >

細 胞 の 特 徴 ・性 質

< a s s o r t m e n t _B R N e t >

種別

< c u lt iv a t io n _ B R N e t >

培養情報

< c u lt u r e _m e d iu m _B R N e t >

基本培地

< a d d it iv e s _B R N e t >

添加物

< t e m t e r a t u r e _B R N e t >

培養温度

< p a s s a g e _m e t h o d _B R N e t >

継代の方法

< c e ll_fr a c t io n _B R N e t >

付着細胞の割合

< c o 2 _c o n c e n t r a t io n _B R N e t >

培養時の炭酸ガス濃度

< fr e e z e _m e d iu m _B R N e t >

凍結用培地

< c e ll_life _B R N e t >

細胞寿命

< is o e n z y m e _B R N e t >

同定手法

< s t e r ilit y _B R N e t >

微生物汚染検査の結果

< lo t _ B R N e t >

ロ ットご との 情 報

○

< lo t _c u lt u r e _m e d iu m _B R N e t > 基 本 培 地
< lo t _a d d it iv e s _B R N e t >

添加物

< lo t _t e m t e r a t u r e _B R N e t >

培養温度

< lo t _p a s s a g e _m e t h o d _B R N e t > 継 代 の 方 法
< lo t _c e ll_fr a c t io n _B R N e t >

付着細胞の割合

< lo t _c o 2 _c o n c e n t r a t io n _B R N e 培 養 時 の 炭 酸 ガ ス 濃 度
< lo t _fr e e z e _m e d iu m _B R N e t >

凍結用培地

< lo t _c e ll_life _B R N e t >

細胞寿命

< lo t _is o e n z y m e _B R N e t >

同定手法

< lo t _s t e r ilit y _B R N e t >

微生物汚染検査の結果

< lo t _c o m m e n t _B R N e t >

コメント

< r e s it r ic t io n _B R N e t >

使用上の制限

< c a u t io n _B R N e t >

取扱注意

< b io _s a fe t y _le v e l_B R N e t >

安全レベル

< p r ic e _c o d e _B R N e t >

価格

< a c c e s s io n _d a t e _B R N e t >

受 入 日 （受 入 年 月 日 ）

< c o m m e n t s _B R N e t >

簡 単 な 解 説 （コ メ ン ト）

< r e fe r e n c e _B R N e t >

参考文献

< u p d a t e _t im e _B R N e t >

更新日
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表―2

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

微生物の基準フォーマットタグ

タ グ

項目名

<adm in istration_code_BRNet>

管理 用 番 号

<organization_code_BRNet>

機関 コード

Multi

<scientific _nam e_BRNet>
<scientific_nam e_of_species_BRNet>

学術 名

<author_n am e_BRNet>

原記 載 者 名

<synonym ous_nam e_BRNet>

学術 名 の 同 義 語

<strain _BRNet>
<accession_num ber_BRNet>

分類 番 号

<year_of_accession_BRNet>

登録 年

<history_BRNet>

由来

<num ber_in_other_BRNet>

他機 関 で の 分 類 番号

○
○

< so u r c e _in fo m at io n _BRNe t >
<source_BRNet>

分離 源 （通 常 名 ・学 名 ）

<country_of_origin_BRNet>

原産 国

<host_BRNet>

宿主 (通常 名 )

<type_strain_BRNe t>

基準 培 養 株

<sexually_m ating_type_BRNet>

交配 型

<genetic_m aker_BRNe t>

遺伝 標 識 形 質

<phenotypic_m aker_BRNet>

表現 型 標 識 形 質

<phytopathogenic_strain_num ber_BRNet 植物 病 理 学 菌 株 番 号
<biohazard_level_BRNet>

バイオハ ザ ードレベル

<herbarium _num ber_BRNet>

ハーバ リ ウム 番 号

< c u lt ivat io n _BRNe t >
<optim um _m edium _BRNet>

最適 培 地

<optim um _tem perature_BRNet>

最適 温 度

<preservation_tec hniqu e_BRNet> 保存 状 態
<ae robicity_BRNet>

好気 性 ・嫌 気 性

< e n e r gy_BRNe t >
<energy_source_BRNet>

エ ネル ギ ー源

<energy_m etabolism _BRNet>

エ ネル ギ ー獲 得 様 式

<com m en ts_BRNet>

特記 事 項

<references_BRNet>

参考 文 献

<price _code_BRNet>

価格 コード

<update_tim e_BRNet>

○

更新 日 付

○

< m o r ph _ n a m e _ B R N e t >
<teleom orph_BRNet>

テ レオモ ル フ

<anam orph_BRNet>

ア ナモ ル フ
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表―3

植物細胞の基準フォーマットタグ

タ グ

No.

項目 名

1

<adm inistration_code_BRNet>

管理用番号

2

<accession_num ber_BRNet>

機 関 コード

3

<cell_line_nam e_BRNet>

細胞株名

4

<plant_nam e_BRNet>

植物名

5

<cultivation_BRNet>

培養情報

6

<cell_condition_BRNet>

状態

7

<culture_m edium _BRNet>

培地

8

<culture_condition_BRNet>

培養条件

9

<bio_safety_level_BRNet>

バ イオセ ーフテ ィレベル

10

<depositor_BRNet>

寄託登録者

11

<originator_BRNet>

細胞開発者

12

<com m ents_BRNet>

備考

13

<use_condition_BRNet>

使用条件

14

<organization_code_BRNet>

所有機関

15

<price_code_BRNet>

価格

16

<accession_date_BRNet>

登録日

17

<update_tim e_BRNet>

更新日

18

<reference_BRNet>

参考文献
表―4

関連機関へのリンク

○

各ページの情報

ページ

BRNet の説明

M ulti

情報の概略
バイオリソースネットワークの概要を記載し、各機関の高度利用機能がどのよ
うな関連になっているかを示す。
バイオリソースネットワーク参加機関、及び生物系研究資材に関する重要なサ
イトへのリンク集

資材検索

Bio-Crawler, 簡易統合検索システム、詳細カタログ検索システムへのリンク

データベース作成支援

共有データベース、画像・動画データベース作成支援へのリンク

分類同定システム

分類同定システムへのリンク

受発注システム

受発注システムへのリンク

2）簡易統合検索システムの拡張
ア）システムの目的
簡易統合検索システムは、各種生物系研究資材データベースの統合的検索システムの実用性等を評価すること
を目的として開発を行った。
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イ）複数キーワードへの対応
複数キーワードへの対応として、全てのキーワードを空白区切りで連結し、各 CGI ページの最初のキーワード
フィールドに入力するようにした。また、対象 CGI サイトの一覧に、複数キーワードの処理法に関するコメント
を追加した。

ウ）検索対象サイトの選定とユーザインターフェイスの改良
より広範囲な情報の探索のため、統合検索システムで対象とするサイト数を増加した。対象サイトの候補は、
農業生物資源研究所の開発した bio-crawler が収集対象としているサイト内の CGI データベースを 1 次の候補と
し、各サイトからリンク情報も含めて 172 サイト選定した。
検索対象サイトが 170 サイトを越え、サイト一覧から任意のサイトをチェックするのは利用者の負担を大きく
する。そのため、検索対象サイトをカテゴリごとに分類し、サイト単位、又はカテゴリ単位で検索できるように、
簡易統合検索システムの検索画面を図－2 のように変更した。この画面では検索したいカテゴリ(もしくはサイト)
を選択後、キーワードを入力し、検索ボタンを押下することで検索を実行する。カテゴリを示すリンクをクリッ
クすると、そのカテゴリに属するサイトリスト、又は下位のカテゴリが展開表示される。サイトリスト、又は下
位のカテゴリが表示されている場合、カテゴリをクリックすると、展開表示されている情報は閉じる。
検索対象サイトの指定は、対象サイトのチェックボックスを個別にチェックするか、カテゴリのチェックボッ
クスをチェックするかで行う。カテゴリのチェックボックスをチェックすると、そのカテゴリに属するサイト全
てが検索対象となる。チェックをはずすと、そのカテゴリに属するサイト全てが検索対象外となる。

図―2

検索対象サイトの選択

3）詳細カタログ検索システムの設計・開発
ア）詳細カタログ検索システムの目的
高度利用レベルの統合検索機能は、バイオリソースネットワーク参加機関等で提供されるデータを統一的に検
索し、その情報を研究目的に合わせて再構造化して利用者に返す。高度利用機能としては、各機関が提供する生
物系研究資材のカタログデータを検索する「詳細カタログ検索システム」を開発する。
この機能では、各機関が持つカタログデータを一度に検索し、共通項目を抽出しオンライン表示する。共通項
目については、ヒアリング調査で整理した基準フォーマットの項目とする。表示する項目については、基準フォーマ
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ットで定義した項目とする。また、表示項目、及びその順序については、利用者が動的に選択できるようにする。
イ）詳細カタログ検索システムの機能詳細
本システムは「カタログ情報提供機能」「検索条件入力機能」「DB 検索機能」「結果表示機能」「発注機能」
の 5 つの機能から構成される。それぞれの機能とファイルの関連は図－3 の通りである。

情報分類DB
（list.xml）
1. 生物系研究資材情報提供機能
（menu.pl）

タグ情報DB
（tg_table.pm）

2. 検索条件入力機能
（keyword_search.pl, item_search.pl）

CGI-DB
（***.xml）

3. DB検索機能
（search.pl）

WEBサイト
4. 結果表示機能
（hml_onvert.pl）

5. 発注機能
（showOrderList.pl, order.pl）

検索結果
（***.temp）

機関定義DB
（organi_table.pm）
図―3

システム機能関連図

1. カタログ情報提供機能
「カタログ情報提供機能」は、利用者に対して検索に必要な情報を提示し、ガイドラインを示す。なお、カタ
ログ情報提供機能は、利用者にとって最初に現れるインタフェースであり、それによって、各情報を具体的に検
索するサブシステムを呼び出すため、詳細カタログ検索システムのユーザインタフェースのコントロール部とし
て機能する。

2. 検索条件入力機能
「検索条件入力機能」は、利用者が選択したカタログ情報に対して検索条件を入力させる。検索条件入力方法
は、「キーワード検索機能」「項目検索機能」で構成される。「キーワード検索機能」、利用者に対してキーワ
ードを入力し全文検索を行うために必要な情報を提示し、ガイドラインを示す。本システムでは複数の検索サイ
トに対して同時に検索を実行するため、利用者が入力するデータは、検索キーワード、及び検索対象データベー
スである。「項目検索機能」は、利用者に対し、項目を選択しその項目に対してキーワード検索を行うために必
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要な情報を提示し、ガイドラインを示す。本システムでは複数の検索サイトに対して同時に検索を実行するため、
利用者が入力するデータは、検索キーワード、及び検索対象データベースである。各検索対象に有効な項目情報
は、タグ情報 DB から読み込む。

3. DB 検索機能
「DB 検索機能」は利用者が入力した検索キーワードおよび、情報分類 DB、CGI-DB のデータを基に生物系研究資
材検索サイトに対して検索を実行し、その結果を返す機能を提供する。本機能は「検索条件データ作成機能」「生
物系 CGI 問い合わせ機能」「検索結果統合機能」から構成される。「検索条件データ作成機能」は、利用者が入
力したキーワードと、選択した検索対象サイトのデータを元に、情報分類 DB・CGI-DB から検索対象となるサイト
のデータを取得し、それを元に検索条件データを作成する機能を提供する。本システムでは複数の検索サイトに
対して同時に検索を実行するため、利用者が入力するデータは、検索キーワードのみとし、それ以外のデータは
CGI-DB から取得する。「生物系 CGI 問い合わせ機能」では、Web サイトで公開されている CGI を利用したデータ
ベースに対して、横断的に検索を実行する。各 Web サイト毎に指定できる検索できる条件やその指定方法が異な
っているため、これらの情報を CGI-DB に格納し、利用者から与えられない情報以外に必要な条件を補って、各 Web
サイトに問い合わせを実行する。本機能では、JST 共有データベースについても、JST 以外の生物系研究資材への
CGI を持つ Web サイトと同列に扱う。「検索結果統合機能」では、JST-DB 検索機能と生物系 CGI 問い合わせ機能
によって返される検索結果をまとめる。各 Web サイトから返される検索結果の形式は一般的には異なっていため、
その結果を解釈し、統一された形式に変換する役割を受け持つ。本システムでは、問い合わせた結果からは、基
準フォーマットの項目を抽出する。これらの結果を表示する順序は、URL のある Web サイト毎に集約し、同じサイ
トから得られた情報間では、サイトから返された順にファイルに格納する。

4. 結果表示機能
結果表示機能は、各サイトから返された結果の詳細を表示する機能を提供する。本機能は、「結果一覧表示機
能」「表示項目設定機能」「詳細結果表示機能」で構成される。「結果一覧表示機能」では、検索した結果を表
示項目に従って一覧表示する機能である。「結果表示機能」は、結果一覧表示機能で表示する項目の追加・削除・
ソートなどの設定を行う。表示可能な項目の情報はタグ情報 DB から取得する。「詳細結果表示機能」は、各サイ
トから返された結果の詳細を表示する機能を提供する。

5. 発注機能
「発注機能」は、結果表示画面で選択された資材を発注するための情報を提示する機能を提供する。「発注リ
スト表示機能」では、発注する資材情報を発注先機関毎に整理し表示する機能を提供する。「発注情報提示機能」
では、発注する資材を発注フォームとともに提示する機能を提供する。

ウ）詳細カタログ検索システムのユーザインターフェイス
詳細カタログ検索システムの検索フローを図－4 に示す。
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詳細カタログ検索システム
詳細カタログ検索システム
検索結果
(XMLファイルの作成)

例）細菌の検索
細菌の
基準ﾌｫｰﾏｯﾄ

検索

…
<accession_number_BRNet>
2838
</accession_number_BRNet>
<scientific_name_BRNet>
Cytophagaarvensicolaet al.
</scientific_name_BRNet>
…

発注方法に応じた
発注フォームの表示

基準フォーマットに従って
検索結果を一覧表示

WISHIFO 50004ORIGINAL NAME:WISH
ORIGINATOR:Hayflick, L.
DEPOSITOR:Takeuchi, M. (IFO)
CHARACTERISTICS:SOURCE
INFORMATION:Animal:Human
Tissue:amnion
MORPHOLOGY:epithelial-like
SPECIES:Confirmed as human by
isoenzymology (NP, G6PD(type, A), MD, PepB,
LD).
DESCRIPTION:originally established from
amnion,HeLa-contaminated
OTHERS:HeLa markers*..
CULTIVATION:MEDIUM:Eagle'sminimal
essential medium with 10% fetalbovine serum
TEMPERRATURE:37 C
SUBCULTURE:0.25% trypsin and 0.02%
EDTA in Ca, Mg-free PBS
FREEZING MEDIUM:10% DMSO, 20%
serum (final conc.) - culture medium
LIFE SPAN:infinite
STERILITY:Tests for mycoplasma, fungi,
bacteria and yeastwere negative.
DISTRIBUTION:Free
COMMENT:*Contamination of HeLa cells has
been suspectedin this line.
REFERENCE:C-25 Buynak, E.B., Peck, H.M.,

NIBH

E.coli

JCM

発注

IFO

http://bio.tokyo.jst.go.jp/cgi-bin/catalogue/menu.pl?lang=japanese
図―4

詳細カタログ検索のフロー

本システムでは、まず、動物細胞、植物細胞、原生動物、微生物(真菌＆酵母、細菌、バクテリオファージ)の
研究資材について検索方法を選択する。各々の資材に対して、キーワード検索、及び項目検索が選択可能である。
各々の検索方法によって実行された検索結果は XML 文書として保存される。その XML 文書を基に検索結果を基準
フォーマットに従い一覧表示する。検索結果の一覧表示からは、表示項目の設定、詳細表示、選択した資材の発
注画面の呼び出しが可能である。

4）統合検索システムの Java によるスレッド化
これまでのプロトタイプシステムでは、システムが perl で構築されていたため、検索に多くの時間を要してい
た。また、対象 DB を検索する際、個別に検索プロセスを生成していたため、検索対象毎にプロセス生成のための
リソースが必要であり、検索対象が増加する毎にその検索効率は低下していた。そこで、複数サイトに同時に検
索を実行するのを高速化するために、perl で構築していた検索実行部分を、Java によるスレッド化を行った。
従来のシステムでは、検索のリクエストがあった場合、複数の検索先に対してプロセスを複数立ち上げていた
ため、検索対象が増えるとそれだけリソースの消費量も多くなり、結果として検索結果が返ってくるのに時間が
かかっていた。その部分をスレッド化することにより、同時に多くのサイトに対して検索を行った場合でも、リ
ソースの消費量を低く抑えられるようにした。
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なお、スレッド化にあたり、ロジックやファイル構成などの根元部分は特に変更をせず、単純に perl から java
への変換を行った。

5）メンテナンスシステムの設計・開発
ア）メンテナンスシステムの目的
統合検索システムでは、多数の Web サイトの情報を管理する必要がある。一つはリンク集としての URL の情報
であり、もう一つは CGI データベースの情報である。これら統合検索システムの検索対象 Web サイトの管理はサ
イト毎に独自に管理、更新され、その状況が定期的に JST に通知されるわけではない。従って、これらの情報が
有効か否かを、統合検索システム側から定期的に検査する自動チェックプログラムを設計・開発した。

イ）機能詳細
メンテナンスシステムの機能関連を図－5 に示す。

URLチェック
プロセス

URLエラー通知

URL更新情報

Webサイト

チェック対象URL
URLエラー

URL-DB
新規URL

登録URL

システム
管理者

URL登録
プロセス

入力URL
出力URL

URL表示
プロセス

リンクリスト

システム
利用者

出力CGI

入力CGI

CGI登録
プロセス

CGI-DB

登録CGI

CGIエラー
チェック対象CGI

CGIチェック
プロセス

CGIエラー通知

図―5

ＣＧＩ更新情報

統合検索システム・メンテナンスシステム機能関連図
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1. リンク集表示機能
現在、HTML として作成されているリンク集を動的に生成する。リンク集は指定された分野に関するデータを名
称順に並べ替えて出力する。また、生成する URL のリストには、到達可能でない URL を含めない。生成する HTML
の様式は外部に XSLT で記述したテンプレートを用意することで変更できる。なお、このプログラムは、Web サー
ビスとともに実行することを前提とする。
このプログラムのバリエーションとして、リンク集を動的に生成するのでは無く、バッチ処理として、必要な
HTML ファイルを一度に生成するプログラムも作成した。

2. リンク先確認機能
登録されているリンク先が有効か否か（到達可能か否か）を判定する。リンク先への問い合わせに対して、HTTP
エラーが発生した場合、URL-DB の中 STATUS の値をインクリメントして、エラー回数を記録する。エラー回数が一
定回数を超えた場合には、システム管理者にその旨を通知する。システム管理者のメールアドレス、及びエラー
を通知するエラー回数は、起動時パラメータとしてプログラムに引き渡す。URL-DB に登録されている全 URL がチ
ェックの対象であり、実行結果をエラー通知、確認ログとして作成する。

3. リンク先登録更新機能
リンク先の登録、更新を行う。データの登録に当たっては、URL-DB と同じ形式のデータを用意する。なお、こ
の機能には登録されているリンク先の情報を出力する機能も含む。出力の場合も URL-DB と同じ形式のデータを生
成する。このプログラムへのコマンドは、標準入力から与えられる。コマンドの種類は、以下の 5 つである。

LIST

[ファイル名]

URL および名称の一覧表を標準出力に出力する。
OUTPUT

ファイル名

指定 URL の URL 情報を URL-DB と同じ形式で指定ファイルに出力する。
UPDATE

ファイル名

[出力ファイル名]

指定ファイル名に含まれる URL 情報で、URL-DB を更新する。
DELETE [出力ファイル名]
指定 URL の情報を URL-DB から削除する。
END
プログラムを終了する。
4. CGI サイト確認機能
登録されている CGI サイトが有効か否か(到達可能か、インターフェイスが変更されていないか)を判定する。
CGI サイトへの問い合わせに対して、HTTP エラーが発生した場合、CGI-DB の中にエラー回数を記録する。エラー
回数が一定回数を超えた場合には、システム管理者にその旨を通知する。正常に応答した場合、正常例が記載さ
れていれば、そのデータを用いて正しく検索できるかを確認する。もし、エラーが生じた場合には CGI-DB の中に
エラー回数を記録する。エラー回数が一定回数を超えた場合には、システム管理者にその旨を通知する。システ
ム管理者のメールアドレス、及びエラーを通知するエラー回数は、起動時パラメータとしてプログラムに引き渡
す。URL-DB に登録されている全 URL がチェックの対象であり、実行結果をエラー通知、確認ログとして作成する。

5. CGI サイト登録更新機能
CGI サイト情報の登録更新を行う。データの登録に当たっては、CGI-DB と同じ形式のデータを用意する。CGI の
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登録、更新に当たっては、CGI 定義ファイルの更新だけでなく、CGI の目録ファイルの更新も行う。なお、この機
能には登録されている CGI の情報を出力する機能も含む。出力の場合も CGI-DB と同じ形式のデータを生成する。
このプログラムへのコマンドは、標準入力から与えられる。コマンドの種類は、以下の 5 つである。
LIST

[ファイル名]

CGI-ID および名称の一覧表を標準出力に出力する。
OUTPUT
指定 CGI-ID の CGI 情報を CGI 定義ファイルと同じ形式でカレントディレクトリ内に同じファイル名で出
力する。
UPDATE

[/BACKUP]

指定 CGI-ID の CGI 情報で、CGI-DB を更新する。
DELETE

[/BACKUP]

指定 CGI の情報を CGI-DB から削除する。
END
プログラムを終了させる。

6）バイオリソースネットワーク総合 Web サイトの作成
バイオリソースネットワークのための総合 Web サイトを作成した。この総合 Web サイトでは、JST が開発・提供
するシステムの他、バイオリソースネットワークの参加機関が提供するシステムへの総合メニューを用意した。
作成した総合 Web サイトの階層構造を図－6 に示す。BRNet 総合 Web サイトを作成するにあたり、利用者に統一感
を与え統一性のある画面構成を考慮するとともに、トップページについては、高度利用機能を前面に出すような
デザインを検討した。また、日本の生物系研究資材ポータルサイトとしての BRNet 総合 Web サイトとして、全世
界に発信するために、英語版 BRNet の Web ページも作成した(図－7 参照)。

BRNet 総合 Web サイトの URL は以下の通りである。
http://bio.tokyo.jst.go.jp/biores/
トップページからリンクされている各ページの情報は表の通り。
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研究成果
のPage

BRNetの説明

関連機関への
リンク

資材検索

生物系研究資材
検索エンジン

検索結果一覧

簡易統合検索
システム

検索結果一覧

検索されたPage

サイト選択

サイト別検索結果

TopPage
検索項目
カスタマイズ
変更／確認

カタログデータ
検索入力画面

詳細カタログ検索
メニュー

データベース
作成支援

カタログ
検索

検索結果一覧

検索対象

分類同定
システム

発注

受発注システム

機能連携

図―6

BRNet 総合 Web サイトの階層構造
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英語版へのリンク

日本語版へのリンク

図－7

BRNet トップページ(日本語版、英語版)
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7） 統合検索機能の改造では、以下の 3 つの検索機能の開発を行った。
ア）メタタグ検索機能
＜開発項目＞
・ロボット型生物系情報専用検索エンジンが収集したWebページについて、メタタグ（Keywords,Description
等）情報を抽出し、キーワードのインデックスを行うこと。
・キーワード検索においては、このメタタグの情報を優先して検索が行えること。
・メタタグに関しては、生物系に特化したメタタグ、例えばField, Organism等の追加可能なメタタグを検
討すること。

＜成果＞
1. メタタグ項目
メタタグ検索機能では、以下に示すメタタグを対象として、メタタグ情報の抽出、記ワードのインデックスを
行った。
・Author, Keywords, Description, Field, Organism

2. 検索ページ
キーワード検索においては、上記メタタグの情報のインデックスを優先して検索が行える 2 つの検索ページを
用意した。
・メタタグの各フィールド毎の検索
http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_e6.html
http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_j6.html
・全メタタグに対する検索
http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_e5.html
http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_j5.html

イ）URL 絞り込み検索機能
＜開発項目＞
・ロボット型生物系情報専用検索エンジンにおいて、特定のURL（任意のディレクトリの指定を含む）に検
索対象を限定して検索可能な機能を付加すること。

＜成果＞
Bio-Crawler にて収集したサイトの特定の URL（任意のディレクトリの指定を含む）に検索対象を限定して検索
する機能を作成した。

http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_e7.html
http://Bio-Crawler.dna.affrc.go.jp/search/search_j7.html

ウ）貸し出し検索機能
URL 絞り込み検索機能を応用し、Bio-Crawler の検索エンジンを貸し出す機能の提供を行った。
＜成果＞
貸し出し検索エンジンでは、ユーザが指定したロゴを検索結果に表示したり、検索結果の背景色、テキスト
色等の指定ができる機能を提供した。
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以下の URL で利用している。
http://protist.i.hosei.ac.jp/Asagao/Yoneda_DB/J/menu.html
http://protist.i.hosei.ac.jp/Asagao/BioCrawler/search_n9c6.html

考

察
今回開発した「簡易統合検索システム」は、複数の検索対象である Web サイト毎の情報を管理し、利用者に統

一的な検索手順を提供する。これによって、利用者は探したい情報の種類とその検索条件（キーワード等）を指
定することにより検索が可能となった。簡易統合検索システムでは、次の 2 種類の情報源を対象としている。

○JST の生物系研究資材データベース
○インターネット上で公開されている生物系研究資材データベース

一方、「詳細カタログ検索システム」は、インターネット上に存在する生物系研究資材のカタログ情報を統合
検索し、JST で検討している基準フォーマットに基づいて結果を一覧表示するシステムであり、現在、6 機関、20
種のカタログデータベースに対応することができた。
これら二つのシステムは、各サイトの検索ページの記述に WIDL(Web Interface Definition Language)規格を採
用している。さらに、この規格をベースに拡張した DWD(Definition of Web Document To XML)を独自に開発し、
実装した。これらのシステムは以下の特徴を持っている。

! 操作性について
利用者は探したい情報の「キーワード」を指定すれば良く、その検索対象が HTML ファイルであるかデータベース
であるかなど、検索の仕組みを意識する必要がない。こうした統合検索システムを利用し各種の情報が一つの手順で
検索できることは、生物系の研究において非常に画期的なことであり、効率よく研究を推進することが可能である。

! 汎用性について
本システムではデータベースごとに対応する処理を作成するのではなく、一つの処理機能として利用できるよ
うに WIDL 規格を採用し、これを拡張した DWD により、各データベースとのインターフェイスをデータとして管理
しているため、本プロジェクトで開発したプロトタイプのターゲットである生物系研究資材だけでなく、他の分
野でも応用が可能で広く科学技術分野の検索システムとして利用できる。

! メンテナンス性について
本システムでは、CGI ごとの設定部分については、DWD によりすべてデータとして記述され、プログラム中に CGI
に依存した部分はないため、CGI の変更や追加に対しては、CGI-DB の編集を行うだけで済むようになっており、
メンテナンス性にも優れている。
現在、XML の導入により、様々な分野でデータの共有化が進められている。このような分野において、XML タグ
が定められ、各データベースがタグ情報を付加することにより、各システムが変更等を行っても、本検索システ
ムは修正無しに情報を抽出することが可能である(メンテナンスフリー)。

! コストパフォーマンスについて
「メンテナンス性について」でも述べたように、本システムは CGI の設定（新規、更新）を行う場合、プログラ
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ム変更の必要がないため、対象とする CGI の定義のみですむ。また、その設定作業に要する時間については 15～30
分程度である。そのため、対象 CGI の設定に要する人件費も低くおさえられ、コストパフォーマンスも優れている。

! データの共有化について
本システムは、アクセス結果を XML 文書として定義しているため、データの共有化が可能である。

! 検索の並列化について
本システムは Java によるスレッド化により複数の対象サイトを並列に検索することが可能であり、検索時間の
短縮をはかっている。

引用文献
なし

成果の発表
1）原著論文による発表
ア）国内誌
なし

イ）国外誌
なし

2）原著論文以外による発表
ア）国内誌
なし

イ）国外誌
なし

3）口頭発表
ア）招待講演
なし

イ）応募･主催講演等
なし

4）特許等出願等
なし
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2. ネットワーク結合した生物系研究資材データベースシステムに関する研究

2.2. 研究資材受発注システムのネットワーク化に関する研究

理化学研究所筑波研究所バイオリソースセンターリソース基盤開発部細胞材料開発室
大野

要

忠夫

約
生物系研究資材そのものを研究者に提供するため、WWW サーバ上で今後のガイドラインとなるような分譲システ

ムの開発を行った。問い合わせ対応、受注、発送など通常の物販過程の中に、ユーザーと使用目的の審査過程を
加えた点が特徴であり、生物系研究資材を提供した場合の有効利用を図ることができる。しかも、あらゆる種類
の生物系研究資材に対応できるプロトタイプシステムとなっており、理化学研究所・細胞開発銀行において実用
に供された。このシステム自体は BioBanks と命名され、フリーソフトとして新たな生物系研究資材バンク構築希
望者に無償提供される。

研究目的
生物系研究資材そのものを研究者に提供するため、WWW サーバ上で今後のガイドラインとなるような分譲システ
ムの開発を行う。生物系研究資材を提供する場合、多様な生物種を問わず、問い合わせ、注文、発送などの各段
階において、共通に対応できるようなプロトタイプとなるシステムの開発を目指す。

研究方法
一般に生物系研究者は、その扱う生物種の特性に合わせた小規模データベースを構築していることが多い。多
様な生物種に対して共用できる研究資材受発注システムとするため、そのオリジナルデータベースから、いった
んテキスト形式のフラットファイルとして WWW サーバに出し、これに対して受発注システムを構築し、この受発
注システムからは、定期的にオリジナルデータベースにデータを戻す方式をとった。
この理由は、理研内には、細胞開発銀行（Cell Bank）、植物細胞開発銀行（Plant Cell Bank）、DNA 開発銀行
（DNA Bank）、微生物系統保存施設(JCM)の 4 種の生物系研究資材バンクがあり、それぞれが異なる形式のデータ
ベースを既に構築しており、相互にバラバラに運用されている。従って、理研内をモデルとして WWW サーバ上で
共用できる生物系研究資材受発注システムを構築できれば、本研究目的は十分達成できるからである。
システム化実現方式は以下のとおりである。
! システムは、受付、分譲管理、利用者管理を行なう BioBanks と在庫管理、発送宛名印刷、カタログ作成を行
なう従来から使用されてきた細胞開発銀行システムがあり、双方の分譲データが連携し動作するものとする。
! データの連携に際しては、ファイルインターフェースを用いることとし、ftp によりファイル転送を行ない、
取得したファイルを各システムのデータベースにデータ投入するものとする。
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! 在庫管理や請求/入金確認は、BioBanks とは切り離し、関連システムとして別途実現を行う。
これらの部分は、各機関業務に密着しているため一般化が難しいためである。
! BioBanks の利用は基本的にＨＴＴＰによりアクセスし、各種情報にアクセスするものとする。
全体の概念図を図－1 に示す。

Internet
分譲受付/請求処理/入金処理
Ｗｅｂブラウザ

分譲依頼者

審査承認/出庫/発送
Ｗｅｂブラウザ

発注状況確認

オンラインカタログ
（検索）

請求

JCM
Cell Bank
DNA Bank
Plant Cell Bank
図－1

システム概念図

１日１回差分データ
ファイル転送

ファイル

データを
データを
データを
データを
DBに反映 ファイル DBに反映 ファイル DBに反映 ファイル DBに反映

CellBank

ファイル

JCM

PlantCell
Bank

DNA
Bank

データを
データを
データを
データを
DBに反映 ファイル DBに反映 ファイル DBに反映 ファイル DBに反映

１日１回全データ
ファイル転送
図－2

連携概念図
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研究成果
1）初年度(平成 9 年 8 月～平成 10 年 3 月)
ア）生物系研究資材のデータの収集
理化学研究所ジーンバンク室および培養生物部では、動物細胞、植物細胞、プラスミド DNA、ライブラリー、宿
主、ウィルス、微生物という様々な生物系研究資材の分譲業務を、従来より展開している。この生物系研究資材
の分譲業務の推進のためには、各生物系研究者がどのような生物系研究資材を所有しているかという情報を収集
することは不可欠であり、従来より行ってきている。今年度はこれを発展させ、さらに多くの生物系研究者に、
動物細胞、植物細胞、プラスミド DNA、ライブラリー、宿主、ウィルス、微生物という各生物系研究資材の所在状
況・蓄積状況を問い合わせ、さらに多くの各生物系研究資材のデータを収集した。これらのデータは、WWW 上の理
化学研究所ジーンバンク室の以下のホームページに公開されている。

動物細胞：http://www.rtc.riken.go.jp/cell/cell_lib.html
植物細胞：http://www.rtc.riken.go.jp/pcb/indexPCBj.html
プラスミド DNA、ライブラリー、宿主、ウィルス：
http://www.rtc.riken.go.jp/DNA/HTML/dnasearch.html
微生物：http://www.jcm.riken.go.jp/JCM/catalogue.html

イ）生物系研究資材提供用の WWW サーバサポートシステムを開発するための調査
ア）で述べたような、どのような生物系研究資材がどこに所在するかという生物系研究資材の所在情報を収集
し、統合した情報を一般の生物系研究者全体にわかるように、WWW を通して発信することは非常に重要である。生
物系研究資材の所在情報がわかった次の段階として、その生物系研究資材そのものを“絵に描いた餅”ではなく、
是非現物として入手して自分の研究に利用したいという欲求を、生物系研究者が持つのはきわめて自然なことで
ある。そこで、理化学研究所が従来より展開してきた動物細胞、植物細胞、プラスミド DNA、ライブラリー、宿主、
ウィルス、微生物という様々な生物系研究資材の分譲業務の経験を背景に、生物系研究資材そのものを生物系研
究者に提供するためのサポートシステムを、WWW サーバ上に実現することを目指す。

生物系研究資材そのものを生物系研究者にただ提供するといっても容易なことではなく、生物系研究資材につい
ての問い合わせ、注文、発送など提供するまでに様々なプロセスを含み、さらに各プロセスごとに複雑な要素を含ん
でいることが、これまでの生物系研究資材の分譲業務の経験より明らかになっている。そこで、本年度は生物系研究
資材提供用の WWW サーバサポートシステムを開発する前段階として、理化学研究所で展開している生物系研究資材の
分譲業務をモデルに、生物系研究資材そのものを生物系研究者に具体的にどのように提供しているかという各プロセ
スの細かい内容を調査した。この生物系研究資材そのものを提供する各プロセスを、どのように WWW サーバ上の試作
入力サポートシステムに組み上げていけばよいかを検討し、システム化に当たっての問題点を明らかにした。この一
連の調査研究は、本研究課題の担当者のみならず、理化学研究所で生物系研究資材の分譲業務に携わってきた経験を
有する人々に幅広く呼びかけ、研究所内にこの調査研究に関するワーキンググループを設置し、月一回のペースで会
合を開き、検討を重ねてきた。また、試作入力サポートシステムを WWW サーバ上に開発するに当たっての専門的な意
見を聞くために、富士通株式会社の人にもワーキンググループの会合に参加していただいた。

新規に開発する WWW サーバ上の試作入力サポートシステムを利用して、生物系研究資材そのものを生物系研究者
に提供するとした場合の各プロセスをフローチャートにまとめた。生物系研究資材を必要とする申込者は、WWW サー
バ上の試作入力サポートシステムにアクセスして、プラスミド DNA、ライブラリー、宿主、ウィルス(DNA Bank が担
当)、培養細胞(Cell Bank が担当)、微生物(JCM が担当)という各生物系研究資材のデータベースを閲覧する。申込者
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には WWW サーバ上でユーザー登録を行い、システムの安全管理の観点からパスワードを設定してもらう。ユーザー登
録を済ませた申込者は WWW サーバ上で必要事項を記入し、必要な製品を注文する。その後、申込者は生物系研究資材
の分譲を受けるに当たって必要な書類の書式を WWW サーバ上よりダウンロードし、必要事項を記入し、押印した上で
理化学研究所に提出する。一方、理化学研究所は、注文が本当にまちがいなく申込者からのものであるかどうか、受
け取った発注内容が正しいかどうかを確認するために、発注内容をそのまま WWW サーバ上でフィードバックし、発注
確認を行う。その後、生物系研究資材を分譲して差し支えない相手であるかどうか、分譲する生物系研究資材の生物
的安全性は大丈夫であるかどうか、生物系研究資材を分譲するのに必要な書類がそろっているかどうかなどを確認し、
生物系研究資材を分譲してよいかどうかを最終的に審査する。分譲してよいことになれば、製品の在庫状況を確認し、
発送日を決定し、製品を郵送で発送する。郵送した製品にトラブルがないかどうかを追跡調査するために、申込者に
は受領書と追跡調査票の書式を WWW サーバ上よりダウンロードし、必要事項を記入し、理化学研究所に提出してもら
う。郵送した製品にトラブルがある場合にはトラブルに対応し、必要があれば製品の再発送を行う。最後に、郵送し
た製品に対する料金が入金されたかどうかを確認し、生物系研究資材の分譲業務が終了する。

以上が、新規に開発する WWW サーバ上の試作入力サポートシステムを利用して、生物系研究資材そのものを生
物系研究者に提供するとした場合の一連の主たる流れである。これをシステム化するに当たってすべてをメイン
システムに詰め込むことは、システム開発上適切であるとはいえず、細かく枝葉に分岐する部分はサブシステム
として別に構築する必要がある。そこで、サブシステムとして構築する必要のあるプロセスの詳細を、フローチ
ャートにまとめた。クレジット制度管理システムは、理化学研究所の生物系研究資材の分譲業務に特有であるク
レジット制度を管理するものである。クレジット制度とは、新規の生物系研究資材を所有している生物系研究者
に対して、その資材を理化学研究所に寄託してもらうことを促進するために、一個の生物系研究資材を寄託した
生物系研究者は、無償で一個の生物系研究資材の分譲を受けることができるという制度である。新規の生物系研
究資材を寄託することによるクレジット権の発生および生物系研究資材の分譲を受ける際のクレジット権の行使を
管理するために、このサブシステムが必要である。発注確認システムは、注文が本当にまちがいなく申込者からのも
のであるかどうか、受け取った発注内容が正しいかどうかを確認するためのものである。料金の授受が伴う重要な内
容であることから、申込者のみならず、料金支払者にも発注確認を行う。審査システムは、生物系研究資材を分譲し
て差し支えない相手であるかどうか、分譲する生物系研究資材の生物的安全性は大丈夫であるかどうか、生物系研究
資材を分譲するのに必要な書類がそろっているかどうかを確認し、生物系研究資材を分譲してよいかどうかを最終的
に審査するためのものである。分譲する生物系研究資材を申込者が反社会的目的や危険な目的に使用しないために、
また国の定める組換え DNA 実験の法律に従って申込者が合法的に安全に使用するために、きわめて重要なシステムで
ある。トラブル対応システムは、郵送した製品にトラブルがないかどうかを追跡調査し、トラブルがある場合には適
切に対応するためのものである。トラブルの内容に応じて、必要があれば再発送も行う。生物系研究資材の分譲を生
物系研究者に満足した形で利用してもらうために、また生物系研究資材の分譲業務をより良い方向に改善するために
重要なシステムである。入金終了確認システムは、郵送した製品に対する料金が入金されたかどうかを確認するため
のものである。いつまでも料金を滞納している者は、研究所内のブラックリストにのせ、その後の生物系研究資材の
分譲を中止することになる。理化学研究所の生物系研究資材の分譲業務は、営利目的ではないが、実費を受益者に負
担してもらう仕組みであるために、このサブシステムが必要である。

新規に開発する WWW サーバ上の試作入力システムにおいては、上記のようにメインシステムを構築した後、サ
ブシステムをカセット式で接続するような設計にした。これは、この新規に開発するシステムが、理化学研究所
の生物系研究資材の分譲業務を遂行するためばかりではなく、他の組織で様々な生物系研究資材を生物系研究者
に提供するシステムを構築する上でも利用できるようにするためである。つまり、メインシステムには生物系研
究資材を生物系研究者に提供する場合には常に必要となる共通のプロセスを組み込み、サブシステムにはその生
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物系研究資材提供システムに特有な煩雑なプロセスを組み込むという考え方である。たとえば、クレジット制度
管理システムはクレジット制度を利用しない生物系研究資材提供システムには不要であるし、入金終了確認シス
テムも提供した生物系研究資材に対して料金の支払を求めない生物系研究資材提供システムには不要である。

以上のような生物系研究資材提供用の WWW サーバサポートシステムの構築を検討している過程で、次のような
システム化にあたっての問題点が明らかとなってきた。新規に開発する試作入力システムの下に、複数の生物系
研究資材のデータベースが接続することになるが、プラスミド DNA、ライブラリー、宿主、ウィルスのデータベー
スはファイルメーカーで、培養細胞のデータベースは Informix で、微生物のデータベースは Sybase で書かれて
いるというように、接続する既存のデータベースが異なる形式で書かれている点である。このように異なる形式
で書かれている複数のデータベースをどのように統合して、これらの上に試作入力システムを構築すればよいか
が問題である。上記のように、この新規に開発するシステムは、他の組織で生物系研究資材を提供するシステム
を構築する上でも利用できることを目指しているが、システムの下に接続するデータベースがすべて同じ形式で
書かれている場合はむしろ稀であり、異なる形式で書かれている場合が一般的であると考えられる。今回提示さ
れたこの点は、生物系研究資材用のシステムを構築する上できわめて普遍的な問題であり、システムの設計・開
発を進めていく上で是非とも解決しなければならない問題である。

資源管理

受付/請求処理
申し込み
(分譲受付)

既存確認
カタログ

既存確認応答

請求書送付

在庫

在庫確認
規制調査
分譲依頼

在庫回答
規制回答

発送済処理
在庫減算

分譲処理

プログラ
ム

依頼確認
審査
発送処理

図－3

システム構成
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2） 2 年度(平成 10 年 4 月～平成 11 年 3 月)
ア）生物系研究資材そのものを提供する WWW サーバ上のシステム全体の設計
初年度の成果を基に、生物系研究資材を研究者に提供する各段階をどのように WWW サーバ上のサポートシステムとして実現して
いけばよいかというシステム全体の設計を、所内のワーキンググループで検討を重ねた。所内のワーキンググループは月一回の頻度
で開催した。その結果として、図－4 に示すような「利用者画面」（生物系研究資材の提供を受けようとする研究者が実際に WWW 上
でアクセスする画面）と図－5 に示すような「管理者画面」（生物系研究資材を提供する管理者つまり当面は理化学研究所の人間が、
分譲業務を維持管理するためにアクセスする画面）と大きく分けて、2 系統の画面を作製しなければならないことを明らかにした。

イ）利用者画面各々の役割
利用者画面に関するフローチャート（図－4）に含まれる 19 画面各々の説明および役割について以下に記す。

メインメニュー

①

ログイン

y-1

⑤

利用者登録 分譲依頼

y-5

利用者登録

利用者メニュー

利用者情報登録

②

⑥

y-2

利用者情報確認
y-3
確 認

y-4

利用者情報更新

⑯

y-61-1

y-62-1

確 認 カタログ検索

確 認

分譲依頼

最終確認

⑨

y-62-2

カタログ検索

⑬

y-61-3
依 頼

請求先送付先確認

⑫

受 付

⑩

検索結果

⑭

y-61-4

y-61-21

ダウンロード

y-6k2
検索詳細

分譲必要書類

⑪

y-6k
検 索

検索詳細

⑮

y-61-51
ダウンロード

y-6k3
選 択

ダウンロード

図－4

利用者画面に関するフローチャート
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y-63-1
詳 細

利用者情報更新結果

⑰

y-61-2

請求送付

分譲状況確認

⑱

登 録

分譲詳細確認

⑧

分譲状況確認

利用者情報更新

分譲情報入力

⑦

利用者 ID パスワード

④

y-6

分譲情報入力

登 録

③

OK

分譲状況詳細

⑲

y-63-2
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管理者ログイン

①

k-1
O K

管理者メニュー

ユーザ情報検索

③

ユーザ情報

k-211

依頼情報検索

ユーザ情報一覧

⑧

k-212

ユーザ情報詳細更新

⑤

削除

ダウンロード

k-221b

k-231

k-241

k-222
依頼削除

請求

k-242
請求送付

k-251
検 索

請求確認

⑯

k-231b

審

入金情報検索

⑱

検 索

リンク

⑬

ユーザ情報削除

⑦

請求情報検索

⑮

審査情報一覧

⑫

依頼詳細

⑩

k-214

請 求

検 索

リンク

ユーザ情報確認

⑥

k-221

発 送

審査情報検索

⑪

依頼一覧

⑨

k-213

更新・確認

審 査

検 索

詳細・更新

入金確認

k-2

依頼確認

検 索

④

②

入金確認

⑲

k-252
入金済

請求書送付

査

⑰

k-232

k-243

分 譲

分譲未発送リスト

⑭

k-215
削 除

k-233
発 送

図－5

管理者画面に関するフローチャート

1. メインメニュー画面
利用者用のメインメニュー画面。

新規利用者情報登録用「利用者登録」画面とログインへ誘導する「分譲

依頼」との選択が可能。

2. 利用者情報登録画面
新規利用者の情報登録をする画面。必要項目を入力後、登録ボタンを押下する。

3. 利用者情報確認画面
利用者登録画面。利用者更新画面から遷移し、入力情報が正しいかを促す画面。確認ボタンを押下すること
により入力された利用者情報は登録され、ID、パスワード画面へ移る。

4. 利用者 ID パスワード画面
利用者の ID とパスワードの表示画面。登録完了後、電子メールにて完了の通知をする旨の提示。
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5. ログイン画面
パスワード入力して「利用者メニュー」へログインするためのチェック画面。OK ボタンを押下して、利用者
メニューへ遷移する。パスワードなしの利用者に対する「利用者登録」画面へ誘導するアンカー表示。

6. 利用者メニュー画面
登録した利用者用のメニュー画面。「分譲情報入力」「利用者情報更新」「分譲状況確認」の選択が可能。また
分譲必要書類のダウンロード画面へ遷移するアンカー表示。

7. 分譲情報入力画面
分譲情報を入力するための画面。発送希望日、支払区分、製品番号、製品名、本数を入力して確認ボタンを
押下することにより分譲詳細確認画面へ遷移する。またカタログ検索ボタンを押下するとカタログ検索画面へ
遷移する。

8. 分譲詳細確認画面
入力された情報を項目ごとに確認を促す画面。選択確認後、分譲依頼ボタンを押下するすることにより最終
確認画面へ遷移する。修正ボタンを押下し分譲情報入力画面へ、請求先・送付先確認ボタンを押下し請求先送
付先確認画面へそれぞれ遷移する。

9. 最終確認画面
分譲情報の最終確認画面。所属、氏名、Total 本数、内容、株送付先、請求先を再確認し、依頼ボタンを押下
することにより受付画面へ遷移する。

10. 受付画面
分譲を受付する画面。受付番号が発行される。ダウンロードボタンを押下することにより分譲必要書類画面
へ遷移する。

11. 分譲必要書類画面
分譲必要書類をダウンロードする画面。組換実験承認書、誓約書、分譲承諾書のダウロード選択が可能。郵
送、ファックスにて送付の旨の表示。

12. 請求書送付先確認画面
分譲情報確認画面より遷移した料金請求先、株送付先を確認する画面。

13. カタログ検索画面
分譲情報を検索するための条件を指定する画面。検索ボタンを押下することにより検索結果画面へ遷移する。

14. 検索結果画面
条件により検索された情報の一覧画面。製品番号または製品名を選び詳細画面へ遷移する。

15. 検索詳細画面
製品の詳細画面。選択ボタンの押下により分譲情報入力画面に製品番号、製品名を自動入力する。
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16. 利用者情報更新画面
登録済みの利用者情報を更新する画面。更新する利用者情報、料金支払者、料金請求書送付先、株送付先を
入力して登録ボタンを押下することにより利用者情報更新結果画面へ遷移する。

17. 利用者情報更新結果画面
入力された更新情報の確認を促す画面。確認ボタンを押下することにより利用者情報は更新登録される。

18. 分譲状況確認画面
利用者の分譲状況を確認する画面。利用者情報、受付番号、受付日の表示。詳細ボタンの押下により詳細画
面へ遷移する。

19. 分譲状況詳細画面
分譲情報内容詳細の画面。所属、氏名、支払区分、Total 本数、請求先、分譲内容の詳細が表示される。

ウ）管理者画面各々の役割
管理者画面に関するフローチャート（図 5）に含まれる 19 画面各々の説明および役割について以下に記す。

管理者ログイン画面
管理者用のログイン画面。管理者 ID、パスワードの入力を促すことにより、管理者以外のシステム運用を抑
制する。

管理者メニュー画面
管理者用のメニュー画面。ユーザー情報、依頼確認、審査、発送、請求、入金確認の選択が可能。

ユーザー情報検索画面
ユーザー情報を検索するための条件を指定する画面。ID、受付番号、氏名、所属、部室課講座名、役職、e-mail
等の条件を指定し、検索ボタンを押下することによりユーザー情報一覧画面に遷移する。

ユーザー情報一覧画面
指定されたユーザー条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択し詳細更新ボタンを押下する
ことによりユーザー情報更新画面に遷移する。

ユーザー情報詳細更新画面
ユーザー情報一覧画面で選択したユーザー情報を確認・更新する画面。必須項目を入力後、更新・確認ボタ
ンを押下することによりユーザー情報確認画面へ遷移する。また削除ボタンを押下することによりユーザー情
報削除画面へ遷移する。

ユーザー情報確認画面
ユーザー情報更新画面から遷移し、入力情報が正しいかを促す画面。確認・更新ボタンを押下することによ
りユーザー情報は更新される。
ユーザー情報削除画面
ユーザー情報を削除する画面。情報を確認し、削除ボタンを押下することでユーザー情報は削除される。
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依頼情報検索画面
依頼情報を検索するための条件を受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより依頼一覧
画面へ遷移する。

依頼一覧画面
指定された受付番号条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報のアンカーを選択することにより依
頼詳細画面に遷移する。

依頼詳細画面
依頼一覧画面で選択した情報画面。項目を選択したのち依頼削除ボタンを押下することにより依頼は削除される。

審査情報検索画面
審査情報を検索するための条件を受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより審査情報
一覧画面へ遷移する。

審査情報一覧画面
指定された受付番号条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報のアンカーを選択することにより審
査画面に遷移する。

審査画面
審査一覧画面で選択した審査対象情報画面。対象となる項目また許可・却下、有償・無償を選択したのち分
譲ボタンを押下することにより分譲される。

分譲未発送リスト画面
分譲未発送リストを表示する画面。一覧中の情報を選択したのち発送ボタンを押下することにより発送される。

請求情報検索画面
請求情報を検索するための条件を請求番号または受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下すること
により請求確認画面へ遷移する。

請求確認画面
指定された条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択したのち請求ボタンを押下することに
より請求される。また請求書送付先ボタンを押下することにより請求書送付画面へ遷移する。

請求書送付画面
請求書送付先を表示した画面。請求書送付先を確認する。

入金情報検索画面
入金情報を検索するための条件を請求番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより入金確認
画面へ遷移する。

入金確認画面

120

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

指定された条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択したのち入金済ボタンを押下する事に
より入金済みの処理がなされる。

3） 3 年度(平成 11 年 4 月～平成 12 年 3 月)
ア）各利用者画面の作製
作製した各利用者画面（全 19 画面）の一覧を以下に示す。
1. メインメニュー画面
利用者用のメインメニュー画面。

新規利用者情報登録用「利用者登録」画面とログインへ誘導する「分譲

依頼」との選択が可能。

2. 利用者情報登録画面
新規利用者の情報登録をする画面。必要項目を入力後、登録ボタンを押下する。

3. 利用者情報確認画面
利用者登録画面。利用者更新画面から遷移し、入力情報が正しいかを促す画面。確認ボタンを押下すること
により入力された利用者情報は登録され、ID、パスワード画面へ移る。
利用者 ID パスワード画面
利用者の ID とパスワードの表示画面。登録完了後、電子メールにて完了の通知をする旨の提示。

5. ログイン画面
パスワード入力して「利用者メニュー」へログインするためのチェック画面。OK ボタンを押下して、利用者
メニューへ遷移する。パスワードなしの利用者に対する「利用者登録」画面へ誘導するアンカー表示。

6. 利用者メニュー画面
登録した利用者用のメニュー画面。「分譲情報入力」「利用者情報更新」「分譲状況確認」の選択が可能。また
分譲必要書類のダウンロード画面へ遷移するアンカー表示。

7. 分譲情報入力画面
分譲情報を入力するための画面。発送希望日、支払区分、製品番号、製品名、本数を入力して確認ボタンを
押下することにより分譲詳細確認画面へ遷移する。またカタログ検索ボタンを押下するとカタログ検索画面へ
遷移する。

分譲詳細確認画面
入力された情報を項目ごとに確認を促す画面。選択確認後、分譲依頼ボタンを押下するすることにより最終
確認画面へ遷移する。修正ボタンを押下し分譲情報入力画面へ、請求先・送付先確認ボタンを押下し請求先送
付先確認画面へそれぞれ遷移する。

最終確認画面
分譲情報の最終確認画面。所属、氏名、Total 本数、内容、株送付先、請求先を再確認し、依頼ボタンを押下
することにより受付画面へ遷移する。

受付画面
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分譲を受付する画面。受付番号が発行される。ダウンロードボタンを押下することにより分譲必要書類画面
へ遷移する。

分譲必要書類画面
分譲必要書類をダウンロードする画面。組換実験承認書、誓約書、分譲承諾書のダウロード選択が可能。郵
送、ファックスにて送付の旨の表示。

請求書送付先確認画面
分譲情報確認画面より遷移した料金請求先、株送付先を確認する画面。

カタログ検索画面
分譲情報を検索するための条件を指定する画面。検索ボタンを押下することにより検索結果画面へ遷移する。

検索結果画面
条件により検索された情報の一覧画面。製品番号または製品名を選び詳細画面へ遷移する。

検索詳細画面
製品の詳細画面。選択ボタンの押下により分譲情報入力画面に製品番号、製品名を自動入力する。

利用者情報更新画面
登録済みの利用者情報を更新する画面。更新する利用者情報、料金支払者、料金請求書送付先、株送付先を
入力して登録ボタンを押下することにより利用者情報更新結果画面へ遷移する。

利用者情報更新結果画面
入力された更新情報の確認を促す画面。確認ボタンを押下することにより利用者情報は更新登録される。

分譲状況確認画面
利用者の分譲状況を確認する画面。利用者情報、受付番号、受付日の表示。詳細ボタンの押下により詳細画
面へ遷移する。

分譲状況詳細画面
分譲情報内容詳細の画面。所属、氏名、支払区分、Total 本数、請求先、分譲内容の詳細が表示される。

4. 4 年度(平成 12 年 4 月～平成 13 年 3 月)
ア）各管理者画面の作製
作製した各管理者画面（全 19 画面）の一覧を以下に示す。

1. 管理者ログイン画面
管理者用のログイン画面。管理者 ID、パスワードの入力を促すことにより、管理者以外のシステム運用を抑
制する。

2. 管理者メニュー画面
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管理者用のメニュー画面。ユーザー情報、依頼確認、審査、発送、請求、入金確認の選択が可能。

3. ユーザー情報検索画面
ユーザー情報を検索するための条件を指定する画面。ID、受付番号、氏名、所属、部室課講座名、役職、e-mail
等の条件を指定し、検索ボタンを押下することによりユーザー情報一覧画面に遷移する。

4. ユーザー情報一覧画面
指定されたユーザー条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択し詳細更新ボタンを押下する
ことによりユーザー情報更新画面に遷移する。

5. ユーザー情報詳細更新画面
ユーザー情報一覧画面で選択したユーザー情報を確認・更新する画面。必須項目を入力後、更新・確認ボタ
ンを押下することによりユーザー情報確認画面へ遷移する。また削除ボタンを押下することによりユーザー情
報削除画面へ遷移する。

6. ユーザー情報確認画面
ユーザー情報更新画面から遷移し、入力情報が正しいかを促す画面。確認・更新ボタンを押下することによ
りユーザー情報は更新される。

7. ユーザー情報削除画面
ユーザー情報を削除する画面。情報を確認し、削除ボタンを押下することでユーザー情報は削除される。

8. 依頼情報検索画面
依頼情報を検索するための条件を受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより依頼一覧
画面へ遷移する。

9. 依頼一覧画面
指定された受付番号条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報のアンカーを選択することにより依
頼詳細画面に遷移する。

10. 依頼詳細画面
依頼一覧画面で選択した情報画面。項目を選択したのち依頼削除ボタンを押下することにより依頼は削除さ
れる。

11. 審査情報検索画面
審査情報を検索するための条件を受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより審査情報
一覧画面へ遷移する。

12. 審査情報一覧画面
指定された受付番号条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報のアンカーを選択することにより審
査画面に遷移する。
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13. 審査画面
審査一覧画面で選択した審査対象情報画面。対象となる項目また許可・却下、有償・無償を選択したのち分
譲ボタンを押下することにより分譲される。

14. 分譲未発送リスト画面
分譲未発送リストを表示する画面。一覧中の情報を選択したのち発送ボタンを押下することにより発送される。

15. 請求情報検索画面
請求情報を検索するための条件を請求番号または受付番号により指定する画面。検索ボタンを押下すること
により請求確認画面へ遷移する。

16. 請求確認画面
指定された条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択したのち請求ボタンを押下することに
より請求される。また請求書送付先ボタンを押下することにより請求書送付画面へ遷移する。

17. 請求書送付画面
請求書送付先を表示した画面。請求書送付先を確認する。

18. 入金情報検索画面
入金情報を検索するための条件を請求番号により指定する画面。検索ボタンを押下することにより入金確認
画面へ遷移する。

19. 入金確認画面
指定された条件の検索結果情報を表示する画面。一覧中の情報を選択したのち入金済ボタンを押下する事に
より入金済みの処理がなされる。

5）最終年度(平成 13 年 4 月～平成 14 年 3 月)
ア）システム全体の完成
1. 管理者画面の残り 1／3 の作製
昨年度に引き続き、管理者画面の残り 1／3 を作製した。これで管理者画面すべての画面を作製完了した。

2. DNABank への適用
DNABank(DNA 株)システムを本システムに適用した。受付、受付審査に関しては、本システムを利用すること
にした。Bank 審査以降の業務に関しては、ファイルによるデータ連携により、DNABank の既存システムにつな
がるようにした。具体的には、更新されたデータを Web 上から管理者の要求により、データをダウンロードし、
既存システム上にダウンロードしたデータを一時的に展開し、既存システムの lookup 機能を用いて既存システ
ム上の本運用データとして取り込み、業務を継続管理できる仕組みを設計、作製した。連携するデータは、分
譲依頼データ、利用者情報データ、製品カタログデータである。

3. PlantCellBank(植物細胞株)への適用
PlantCellBank システムを本システムに適用した。受付、受付審査に関しては、本システムを利用することに
した。Bank 審査以降の業務に関しては、ファイルによるデータ連携により、PlantCellBank の既存システムに

124

生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発

つながるようにした。具体的には、更新されたデータを Web 上から管理者の要求により、データをダウンロー
ドし、既存システム上にダウンロードしたデータを一時的に展開し、既存システムの lookup 機能を用いて既存
システム上の本運用データとして取り込み、業務を継続管理できる仕組みを設計、作製した。連携するデータ
は、分譲依頼データ、利用者情報データ、製品カタログデータである。

4. JCM(微生物株)への適用
JCM システムを本システムに適用した。JCM とのデータ連携は行わず、本システムの機能すべてを JCM へ適用
した。データは JCM のデータ全てを本システムに移行した。分譲形態や、株の規制情報に関しても細胞株と異
なる管理体系であるが、システム化という観点から見た場合、本システム導入の適用範囲内であり、システム
化を行い、全機能を適用した。

5. JST(NIES)への適用
JST のサーバ上に、NIES(国立環境研究所)のデータを用いて、本システムに適用した。JST 内では、BR-net の
情報提供および、共有データベースの情報提供が構築されており、それらのシステムとシステム連携が行える
ような仕組みを構築した。具体的には BR-net システムおよび共有データベースによって検索した結果から必要
株を選択し発注ボタンを押下することによって、本システムに Web のリンクの仕組みにより連携させる仕組み
を構築した。

6. 画面英語化
細胞株のシステムに関して、英語版を作成した。英語化を行う範囲として、画面のメニュー項目およびラベ
ル表記のみの対応とした。データ自体の日本語化に関しては検討の結果適用しないことにした。

7. JST 報告
JST でのデータベース運営委員会で Biobanks の最終年度報告を行なった。

考

察
本研究の成果である Biobanks は、あらゆる生物系研究資材の受発注に耐えるという点において、システム的に

みて極めて柔軟なものであり、優れた特徴である。すでに、最終年度終了時点において、理化学研究所・細胞開
発銀行では実用システムとして運用されている。
しかしながら、本研究の大きな欠点は、第 I 期の研究開始時点で、インターネット犯罪がこれほど激増すると
は予測しておらず、Biobanks にセキュリティシステムを組みこまなかったことにある。この点は各省庁のホーム
ページ破壊があったため、第 II 期の研究開始時点で大問題となったが、すでに予算額の限界が厳しく、莫大な経
費が予測されるセキュリティシステムの組み込みを、今後フリーソフトウエアにして普及させたい Biobanks に対
して行うことは不可能であった。
この点は、Biobanks を研究資材分譲のコアシステムとして取り込もうとする後継バンクにおいては、その所属
機関まるごとのセキュリティシステムに依存した体制とすることによって解決を図るしか仕方がない。現に、理
化学研究所・細胞開発銀行においては、このような研究所まるごとのファイアウオール内部に Biobanks を置き、
面倒であるがユーザー一人一人にパスワードを発行し、運用している。したがって、セキュリティ対策に関して
は、Biobanks 自体は無防備なため、その所属機関の実力に依存することになる。厳しいコンピューター犯罪対策
が取れない弱小機関にとっては、使いにくいシステムになってしまうのではないかと懸念される。
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研究成果の公表
1）初年度(平成 9 年 8 月～平成 10 年 3 月)
ア）原著論文による発表
1.Kobayashi Y., Yamashiro T., Watanabe N., and Ohno T.:
Evaluation of in vitro toxicity of 32 MEIC compounds
toward human natural Killer cell function.
Altern. Anim. Test. Experiment., 4, 63-72 (1997).

2. Koike, N., Todoroki, T., Komano, H., Shimokama, T., Ban,
S., Ohno, T., Fukao, K., and Watanabe, T.: Invasive
potentials of gastric carcinoma cell lines: role of a2 and
a6 integrins in invasion.
J. Cancer Res. Clin. Oncol. 123, 310-316 (1997).(IF 1.789)

3. Chang, I-L., Jeong, D. K., Hong, Y. H., Park, T. S., Moon,
Y. K., Ohno, T., Han, J. Y.: Production of germline
chimeric chickens by transfer of cultured primordial germ
cells.
Cell Biol. Intern., 21, 495-499 (1997). (IF 0.592)

4. Matsui, H. Shiba, R., Matsuzaki, Y., Asaoka, H., Hosoi,
S., Doi, M., Ohno, T., Tanaka, N., Muto, H.: Direct
detection of hepatitis B virus gene integrated in the
Alexander cell using fluorescence in situ polymerase
chain reaction.
Cancer Letters, 116, 259-264 (1997). (IF 1.517)

イ） 原著論文以外による発表（レビュー等）
1.大野忠夫：学術研究発表の革新時代：第 3 回インターネット
生物・医学国際会議(3rd Internet World Congress on
Biomedical Sciences '96)を終えて
医療とコンピュータ, 8, 27-34, (1997).

2.Ohno, T.: International conference using internet. 3rd
Internet World Congress on Biomedical Sciences.
ICO NEWS, ICO97/6

88, 14-16, June (1997).

2）2 年度(平成 10 年 4 月～平成 11 年 3 月)
ア）原著論文以外による発表（レビュー等）
1. 大野忠夫：細胞開発銀行、日本組織培養学会細胞バンク委員会編、細胞バンク・遺伝子バンク－情報検
索と研究資源の入手法、pp. 36-39、共立出版 (1998).
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2. 大野忠夫：European Collection of Cell Cultures、日本組織培養学会細胞バンク委員会編、細胞バン
ク・遺伝子バンク－情報検索と研究資源の入手法、pp. 136-137、共立出版 (1998).

イ）口頭発表
1.

Ohno, T.: RIKEN GENE BANK - Present status of our activity in Japan and recent development of
human lymphocyte cultures for cell therapy of human tumors. 食品工業発展研究所特別セミナ
ー、11/13/98、台北

3）3 年度(平成 11 年 4 月～平成 12 年 3 月)
ア）原著論文以外による発表（レビュー等）
1.

大野忠夫：理研ジーンバンク、蛋白質核酸酵素, 445, pp. 701-705、 共立出版(1999).

2.

大野忠夫：分子生物学研究のための新培養細胞実験法、第 3 章

細胞の取り扱い、3.

報、pp. 61-65 (1999). ed. by 黒木登志夫、許南浩、千田和広、羊土社、

細胞銀行と情

(1999).

4）4 年度(平成 12 年 4 月～平成 13 年 3 月)
ア）原著論文以外による発表（レビュー等）
1.大野忠夫：細胞銀行の有効利用法、動物細胞工学ハンドブック、pp. 309-310、日本動物細胞工学会編、
朝倉書店(2000).
2.大野忠夫：理研ジーンバンク、ライフサイエンスのための系統保存とデータバンク、pp. 145-149、中辻
憲夫編、共立出版(2000).
3.大野忠夫：細胞・遺伝子バンク、遺伝子医学 5: 126-129 (2001).

4）最終年度(平成 13 年 4 月～平成 14 年 3 月)
ア）原著論文以外による発表（レビュー等）
1.大野忠夫：細胞銀行の有効利用法、動物細胞工学ハンドブック、pp. 309-310、日本動物細胞工学会編、
朝倉書店(2000).
2.大野忠夫：理研ジーンバンク、ライフサイエンスのための系統保存とデータバンク、pp. 145-149、中辻
憲夫編、共立出版(2000).
3.大野忠夫：細胞・遺伝子バンク、遺伝子医学 5: 126-129 (2001).
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2. ネットワーク結合した生物系研究資材データベースシステムに関する研究

2.3. 生物系研究資材データベースの共有化に関する研究

科学技術振興事業団データベース開発部
金子

要

弘正

約
研究者・研究機関を対象として、インターネット上で、生物系研究資材のカタログデータベース構築機能（属

性項目の定義、資材データ入力）を提供し、資材を必要とする一般の研究者に対しては、共有データベースに蓄
積した研究資材の検索機能を提供するために、共有データベースシステムを構築した。
共有データベースシステムの特徴はデータベース構築の際の目安となるよう、生物のカテゴリー（微生物、動
物細胞、植物細胞等）毎に、データベース属性項目の目安となる基準フォーマット（基準項目）を提供すること
にある。
研究資材に関するデータ項目は、対象となる生物、研究者の研究内容により異なると考えられるため、多種多
様な属性項目に対応できるようなデータベース構造をもつ。

研究目的
わが国では、科学技術創造立国を目指して、科学技術基本法、科学技術基本計画が策定されている。これらの
計画において、今後、科学技術に関する研究開発を推進するためには、施設、設備、データベース、ネットワー
ク、知的基盤（標準、試験評価方法、研究資材等）の研究開発基盤の一層の充実が必要であり、中でもわが国に
おいて整備の遅れが指摘されている研究資材の流通を一層充実させることが必要であるとしている。
今後、研究者・研究機関を対象として、インターネット上で、生物系研究資材のカタログデータベース構築機
能（属性項目の定義、資材データ入力）を提供し、資材を必要とする一般の研究者に対しては、共有データベー
スに蓄積した研究資材の検索機能を提供することにより、蓄積した研究資材情報を共有し、研究資材の相互利用
を促進するためには、データベースの利用者が自ら研究資材情報を追加・更新する機能、データベースの利用者
が研究資材情報として保持するデータ項目を追加定義・更新する機能、他研究者の定義したデータ項目定義を自
分のデータ項目として利用するための機能、データベースの管理者が新たな研究資材カテゴリーに対応できるよ
う基準フォーマットの追加定義するための機能、データベースの管理者がデータベースの利用者を登録・更新す
る機能を構築する必要がある。

研究方法
ユーザによる資材情報の登録・更新機能の開発を目指し、管理者用の機能として、ユーザ向け機能と同様に資
材情報の登録・更新機能の開発、ユーザ情報を登録・更新するための機能の開発を行った。また、ユーザが資材
発注するための機能をの構築を目指した。加えて、日本語以外を母国語とする研究者向けに、ユーザ向け機能の
全ての英語化を目指した。
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一方で、共有データベースシステムの機能を実証するために、実際に研究資材情報をもつ研究機関の資材情報
の登録を試みた。

研究成果
1）共有データベースシステムの概念（図－1）

共有データベースの利用イメージ
生物系研究資材の開発
資材を開発・蓄積する

資材を提供する登録ユーザ

Internet
生物系研究資材
データベース

資材情報の登録

資材情報の蓄積
JSTにより共有データベース
の開発・運用

カタログ情報の属性項目
はユーザによりフレキシブルに
定義できる

資材情報の検索・

Internet

研究に必要な研究資材の所在を
検索・抽出する

研究資材利用者
図－1

ア）共有データベースシステムが備えるべき機能
共有データベースシステムの目標とする用途は、研究者・研究機関を対象として、インターネット上で、生物
系研究資材のカタログデータベース構築機能（属性項目の定義、資材データ入力）を提供すること、資材を必要
とする一般の研究者に対しては共有データベースに蓄積した研究資材の検索機能・発注機能を提供することによ
り、蓄積した研究資材情報を共有することである。共有データベースシステムが備えるべき機能を下に列挙して
いるが、このような機能を持つシステムを構築することをこの研究の目的とした。
・データベースの利用者が自ら研究資材情報を追加・更新する機能
・データベースの利用者が研究資材情報として保持するデータ項目を追加定義・更新する機能
・他研究者の定義したデータ項目定義を自分のデータ項目として利用するための機能
・データベースの管理者が新たな研究資材カテゴリーに対応できるよう基準フォーマットの追加定義する
ための機能
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・データベースの管理者がデータベースの利用者を登録・更新する機能
・データベースの利用者がデータベースを検索し、必要する資材の発注連絡を支援する機能
・日本語以外を母国語とする研究者のための英語による利用者機能
イ）共有データベースシステムの特徴
データベース構築の際の目安となるよう、生物のカテゴリー（微生物、動物細胞、植物細胞等）毎に、データ
ベース属性項目の目安となる基準フォーマット（基準項目）を提供する。
研究資材に関するデータ項目は、対象となる生物、研究者の研究内容により異なると考えられるため、多種多
様な属性項目に対応できるようなデータベース構造をもつ。

2）共有データベースシステムのデータベース構造
前記のような目的と特徴を備えるよう、データベースについて検討を行い図－2 のような構造とした。
このデータベースでは資材の基本情報を資材基本データテーブルに格納している。資材基本データテーブルに
格納する資材情報は 1 件毎に 1 レコードである。
その他の属性項目のデータについては、基本的にすべてを資材属性データに格納している。つまり、資材属性
データテーブルに格納するデータは資材 1 件毎に複数レコードが格納される。
資材の項目名称については、共有データベースが提供する基準フォーマットに属する項目については基準項目
マスタテーブルに格納している。
各ユーザが独自に定義する一般項目については属性項目テーブルに格納している。ユーザ登録時にユーザが利
用する生物カテゴリに応じて付与される基準項目については LINK_ユーザ属性_基準項目テーブルに接続情報を格
納している・
各属性項目が選択肢や単位を持っている場合は、属性項目選択肢テーブル、属性項目単位テーブルに格納する。
この構造は基準項目についても同様である。
培地、コメント、文献、画像データについては、1 資材について複数件データを持つ可能性があるため、属性項
目テーブルや基準項目マスタには格納せず、別のテーブルに格納する構造となっている。
登録されたユーザの属性情報（住所、所属機関、連絡先等）については、ユーザ情報テーブルと機関マスタに
格納している。
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図－2
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3）共有データベースシステムの機能
共有データベースの機能は、一般の非登録ユーザ向けの機能、登録ユーザ向けの機能、管理者向け機能の 3 種
類に分けることができる。以下では、各ユーザ向け機能の画面構成と各画面の概要について記述する。

ア）トップページの構成
図－3 ではトップページの構成について記述する。

図－3

イ）一般ユーザ（非登録）および登録ユーザ向け機能の画面構成
一般ユーザ（非登録）および登録ユーザ向け機能の画面構成を図－4 に示す。上記のうち登録ユーザ向けの機能
の画面イメージと遷移を図－5 に示す。次に一般利用者向けの機能の画面イメージと遷移を図－6 に示す。
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一般ユーザ機能

生物系研究資材
共有DBトップ

キーワード
による検索

基準項目
による検索

資材検索結果一覧

資材検索結果一覧

資材詳細

資材詳細

画像

画像

基準項目とは

研究資材の登録・更新に
ついて

ユーザ認証

研究資材の属性項目の
登録・更新について

研究資材発注機能

登録ユーザトップ
○資材情報のメンテナンス
・資材情報の新規登録
・資材情報の一覧表示と更新削除

資材情報の新規登録

資材詳細
新規登録画面

資材
一括登録画面

○新規データベースの作成
・属性項目の追加登録
・属性項目の一覧表示と更新削除
・属性項目のコピー登録
・入力フォームの更新登録

資材情報の一覧表示
と更新削除

資材情報
検索画面

資材情報
一覧画面

属性項目の追加登録 属性項目の一覧表示
と更新削除

属性項目
新規登録画面

削除確認

属性項目のコピー登録

入力フォームの
更新登録

属性項目
一覧画面

他ユーザの
属性項目
検索

登録済み
属性項目
一覧画面

属性項目詳細
更新画面

属性項目
一覧

属性項目詳細
更新画面

保存確認
削除確認

資材詳細
更新画面

属性項目
詳細画面

コピー保存確認
更新確認

更新確認

図－4
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1. 登 録ユ ーザの データ管理 機能：
研 究資材 の登録・更 新およびデータ項 目の定 義
一般利用者用画面
ユーザ認証

登録者の個人専用画面

研究資材情報登録機能

独自のデータ項目の定義
画像情報
の登録

一般項目
追加
更新

基準フォーマット
の項目
項目定義の
カスタマイズ

資材情報
の一括登録
資材データファイルのアップロ ード

他研究者の定義
している項目の利用

一括登録用テンプレート
ファイルのダウンロード

資材データファイル作成

図－5

2. 研究 資材 の公 開： 一 般利 用者 向け 検索 機能
一般利用者用画面

検索画面

検索結果一覧画面

詳細画面

資材の分譲依頼
（３）分譲依頼 ＜メール ＞

分譲依頼者の記入項目を表示
分譲依頼者のメーラーを起動

（２）分譲依頼 ＜FAX/郵送＞

分譲依頼先情報を表示
分譲依頼用紙のダウンロード

画像

図－6
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ウ）共有データベースシステム利用に係る業務
一般ユーザ向け機能は共有データベースシステムに蓄積したデータを検索し、閲覧するための機能である。共
有 DB に累積した資材情報は、インターネットを利用できる研究者であれば、誰でもこの機能を利用することがで
きる。登録された資材については、2 種類の検索方法を提供している。

登録ユーザ向け機能とは、データベースに登録された利用者のみが利用できる機能である。管理者は登録申請
を受けた研究者にをデータベースに登録し、ID/パスワードを発行する。ID/の発行を受けた利用者は、各自のデ
ータベースを共有データベース内に構築することができるが、その構築を実行するための機能である。共有デー
タベースに情報を登録して公開したい研究者は、事務局に登録申請を行い、登録 ID とパスワードの付与を受ける。
ID の付与を受けると、ID 毎のデータベースが作成され、各研究者は、生物系研究資材共有データベーストップペ
ージから各自のデータベースにアクセスすることができる。
作成されたデータベースには、研究対象の生物に対応した基準となる属性項目があらかじめ定義されている。
このデータベースでは基準となるあらかじめ定義された属性項目を基準フォーマット基準フォーマットに含まれ
る属性項目を基準項目と呼んでいる。
各研究者は、基準フォーマットに加えて、独自の属性項目の定義を自由に追加することができる。また、他の
研究者が定義している属性項目を、自分のデータベースに取り込むこともできる。
各研究者は、自分のデータベースに、逐次、各自が所有している資材情報を入力していき、共有データベース
上に資材情報を蓄積することができる。自分のデータベースとして定義されている属性項目のうち、データ入力
に必要な項目、不要な項目を取捨選択してデータ入力画面を定義することも可能である。
いったん蓄積された資材情報は、検索機能を通じて一般に公開されており、資材情報を公開するためのサーバ
等を自ら用意することなくインターネット上で情報を公開することができる。また、登録の際に研究資材そのも
のの提供の可否、提供可能な場合の発注方法の選択が可能である。データベースを検索した一般の利用者からは、
検索結果から、資材提供者への発注連絡が可能な仕組みを備えている。

生物系研究資材共有データベースを利用する研究者は、次のような手順に従って利用登録申請をする必要がある。

登録申請
・ 共有データベース中に自分の研究資材データベース構築を希望する方は、メールによりデータベースの管理者
に登録申請を行う。
・ 登録申請の際には、どの生物種（動物細胞、植物細胞、細菌等）のデータベースを作成したいのかを申請する。
登録毎に構築できるデータベースの生物種（微生物、動物細胞、植物細胞等）1 種類で、複数種類の生物種を
申請することも可能。
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ユーザ

登録申請

共有データベースシ
ステム

JST管理者
メール／
郵送

ユーザ情報の
受付

審査

ID/パスワード
の発行

メール／
郵送

ユーザ情報
入力

ブラウザ

ユーザ情報
新規登録

ユーザへ
登録情報
の返答

ブラウザ

パスワードの
発行

１） 審査
・ ・管理者が登録申請者について申請内容の虚偽等について審査する。

２） 登録
・ 登録申請を受けたユーザ情報を管理者がシステムに登録し、ID/passwd を申請者にメールで発行する。

３） データベースの利用
・ あらかじめ申請を受けた生物種について利用できる属性項目のデフォルトが設定されており、
・ このデフォルトで設定される属性項目のセットを基準フォーマットと呼んでいる。また、基準フォーマットで
定義されている属性項目を基準項目と呼んでいる。
・ 機運項目はすべてのユーザ（登録 ID）に共通の属性項目として提供される。
・ 登録ユーザは独自の属性項目を自由に追加定義できる。ただし、独自に追加した属性項目は他の登録者が同様
の項目定義を行っていても共通したものとしては認識されない。
・ 登録者はデータベース登録画面（データ入力フォーム）を 1 種類定義できる。

エ）共有データベースシステム管理者機能
共有データベースシステムの管理者機能の画面遷移を図－7 に示す。その画面遷移のうち主な画面イメージを図
－8 に示す。
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管理者機能

管理者用URL

ユーザ認証

管理者TOP
●資材情報のメンテナンス
・資材情報の一覧表示と更新削除
・資材情報の一括登録

●新規データベースの作成
・基準項目の新規登録と更新削除
・属性項目の一覧表示と更新削除

基準項目の新規登録と
更新削除

属性項目の一覧表示と
更新削除

生物種
選択画面

属性項目
新規登録画面

保存確認

基準項目
一覧画面

基準項目詳細
更新画面

資材情報の一括登録

資材情報の一覧表示と
更新削除

新規ユーザの登録

ユーザ情報の更新

登録ユーザ
検索画面

登録ユーザ
検索画面

登録ユーザ
検索画面

ユーザ
新規登録画面

登録ユーザ
検索画面

登録ユーザ
一覧画面

登録ユーザ
一覧画面

登録ユーザ
一覧画面

資材情報
検索画面

属性項目
一覧画面

資材情報
一覧画面

削除確認

資材詳細
更新画面

保存確認
更新確認

管理者が登録ユーザと同じ
機能で管理する

登録ユーザ詳細
更新画面

更新確認

属性項目の一覧表示
と更新削除

属性項目詳細
更新画面

登録ユーザ
一覧画面

削除確認
一括登録画面

保存確認

削除確認

●ユーザ登録・メンテナンス
・新規ユーザの登録
・ユーザ情報の更新

管理者が登録ユーザと同じ
機能で管理する

図－7
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3. 共有 データベ ース 運用 者の システム 管理 機能
管理者ユーザ認証

管理者用画面

ユーザ登録機能

基準フォーマットの登録
ユーザ新規登録

登録済みユーザ一覧

基準フォーマットの
登録済み項目一覧

項目定義画面

図－8
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項目定義更新画面

