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植物オミックス統合データベース
http://scinets org/db/plant

理研発の各種オーミックス情報をはじめ

http://scinets.org/db/plant

理研発の各種オ ミックス情報をはじめ、

世界の研究機関が公開している遺伝子

アノテーション情報などを統合化。

統合化されたDBは、「上位オントロジー」に基

づいて分類し、トップページに階層式メニューで

示している。

2010年10月時点で２９の植物関係のデータ

ベースが統合されている。

うち17件が理研による研究活動の成果に基

づくデータベースである。
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植物オミックス統合データベース
の構成

統合化されたDB群は、

「上位オントロジー」に

基づいて分類されて

いる。

トップページから階層

閲覧したい情報のカテゴリ
（例えば, genome トップページから階層

式メニューを辿って各

DBにアクセスできる。

（例 , g
segment in plant)に対応
するアイコンをクリック。
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Genome segmentのカテゴリGenome segmentのカテゴリ

ゲノム関係の情報
（Alternative splicing, 
promoter, locus, etc.)
を扱 た がリストを扱ったDBがリスト
アップされている。

例えば、Arabidopsis full length 
cDNA promoter をクリック。

↓
関連するTAIR locus IDやスプライ
シングタイプの情報が一覧表の形で

閲覧・ダウンロード可能。
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データベース横断型の検索デ タベ ス横断型の検索

検索キーワード
（ここでは、drought(乾燥））

検索結果の概略

（ヒットのあったデータベー
スではデータ総件数とヒット

件数を表示）件数を表 ）

アイコンをクリック
↓

各DB内の検索結果を閲
覧できる
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植物フェノーム情報の統合植物フェノーム情報の統合

理研に複数ある変異体データベース群を統合化し オントロ理研に複数ある変異体デ タベ ス群を統合化し、オントロ
ジーによる表現型情報の統一を図る
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“Flowering and Growth : late 
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従来のDB＝同じ表現型が、ばらばらな
様式で登録されていた

PO、 PATOなどのオントロジー
を用いて統一 6



RIKEN Phenome Integration of ArabidopsismutantRIKEN Phenome Integration of Arabidopsismutant
（シロイヌナズナ変異体データベースのフェノーム情報統合）

新設したD t b P j t(VL) 標準化された表現型情報→
新設したDatabase Project(VL) 表

関連情報へのリンク

既存の

シロイヌナズナ
変異体DB

オントロジー
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表現型オントロジーをキーとした横断検索の実現

検索キーワード＝
“peｔiole” + “decreased 
length” に相当するオン
トロジ タ ムトロジータームID

Fox hunting

三つの変異体
Ds transposon line

三つの変異体
データベース
の情報が横断
的にヒット

Activation tagging line
的にヒット
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データベース閲覧の実際
（シロイヌナズナFOX‐hunting mutantの表現型観察データの例）

それぞれのデータアイテムのページには 他の関連情報へのリンク・他のデータからのそれぞれのデ タアイテムのペ ジには、他の関連情報へのリンク 他のデ タからの
リンクが、一括して表示される。

Graph viewPage view

Image (mouse 
over to 
magnify)
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Phenotype
Description Phenotype Phenotype

/
ontology

Link to TAIR

Link to RAFL

D i ti

Phenotype
Ontology

TAIR RAFL (full‐
length cDNA)

Description

gy

□ オリジナルDBの表現型記述
□ オントロジーを用いて標準化された表現型記述

□ 挿入された完全長ｃDNAのTAIR AGIコード
□ 挿入された完全長ｃDNAのRAFLコード 9



文献キュレーションによる
フェノーム情報の統合

世界中の研究者が報告しているシロイヌナズナの世界中の研究者が報告しているシロイヌナズナの

フェノタイプ情報に言及した文献を収集

↓↓

それぞれの文献から表現型に関する記述・関与遺伝子の情報を抽出

↓↓

表現型の記述を注意深く解釈し、オントロジーを利用して標準化

↓↓

理研サイネス上でデータベース化

表現型情報と遺伝子コード・各種オミックス情報とを関連付け 意味リンクを設定する表現型情報と遺伝子コード・各種オミックス情報とを関連付け、意味リンクを設定する。

纏めたデータはダウンロード可とし、公開化
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Plant Phenome Databaseの構造（10月28日現在）
新設 た デ タベ は 標準化された表現型情報と実験条件１．新設したPlant Phenomeのデータベースは、標準化された表現型情報と実験条件・

遺伝子との対応関係を扱う。
２．表現型および実験条件の標準化は、6種類のオントロジーへのリンクとして表現。
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タンパク質実験・構造統合データベース
http://scinets org/db/proteinhttp://scinets.org/db/protein

1. タンパク質の構造生物学実験に関連したデータ
をフ ルダごとに分類して整理しているをフォルダごとに分類して整理している。

2. 構造データをクリック。
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構造データ

３ RCSB PDB RSGIで決定され３. RCSB PDB、RSGIで決定され
たPDB構造、各種実験データに関連
したPDB構造をまとめている。したPDB構造をまとめている。
４. SSBC structureをクリック。
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SSBC structure

５. SSBCの回折実験データ、結晶化実験データに
関連したPDBのエントリーを閲覧できる。
６. 任意の1エントリー(2D8N)をクリック。
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RCSB Protein Data Bank
７. PDBデータに
SSBCの実験データ
が統合されているが統合されている。

８ 回折実験(1３９７)

…

８. 回折実験(1３９７)
をクリック。

回折実験データ

結晶化プレート結晶化プレ ト
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回折実験のページ

９. 回折実験データを閲覧、imgファイルをダウンロードできる。16



RCSB Protein Data Bank
1０. 結晶化プレート
(101509)をクリック。

…

回折実験データ

結晶化プレート結晶化プレ ト

17



結晶化プレートのページ

11. 結晶化条件を閲覧、
結晶化プレート観察画像

ダ きをダウンロードできる。
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タンパク質実験・構造統合データベース
http://scinets org/db/proteinhttp://scinets.org/db/protein

1. 実験データをクリック。
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実験データ

2. SSBCの回折実験、播磨研究所の結晶化実験、
重原子レコードを含むRSGIの実験データを収
めている。
3 SSBCをクリ ク3. SSBCをクリック。
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SSBC (http://scinets.org/db/ssbc からも閲覧可能)

4. SSBCの回折実験、結晶化実験を含む各種
データはこのフォルダにまとめて整理しているデータはこのフォルダにまとめて整理している。
5. 各データはテーブル形式で閲覧できる。
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播磨研究所の微生物データ

2. Bacpedia structureをクリック。
１. SSBCと同様に整理されている。
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Bacpedia structure

3. 任意の1エントリー(2CUW)をクリック。 23



RCSB Protein Data Bank

…

４. PDBデータに実験データが統合されている。
5. Bacpedia Protein Structure Analysis Record(crib220u260rib220u7i)をクリック。24



Bacpedia Protein Structure Analysis Record

…

6. 精製・結晶化などの実験データを閲覧・ダウンロードできる。
７. hasBacpedia Local URLをクリック。
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Bacpediaオリジナルサイト

…

８. オリジナルサイトにて
回折データ（imgファイ

…

ル）を細かく指定してダウ
ンロード可能。
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