
１．ＤＢの整備状況

２．課題

１．ライフサイエンス/バイオテクノロジー分野の政府系研究機関データベースについて

資料２－１

○ライフサイエンス/バイオテクノロジー分野の政府系研究機関は、それぞれのミッションに即した研究活動等を通じて産出、収集した分子レベル（ゲノム、

タンパク質、化合物等）から細胞、個体レベルの有用な情報をデータベースとして整備し、他の研究機関や企業等にアクセスする機会を提供

○世界との比較では、日本に強みがあるとされる領域において、世界に類を見ないもの（微生物遺伝子機能検索ＤＢ[MiFuP]、イネアノテーションデータ

ベース等）、世界最大 規模のもの（ヒト遺伝子・タンパク発現リソーズHGPD、SSBDデータベース（生命動態の定量情報）、ニュートリゲノミクス機能性

評価データベースシステム等）、世界での知名度が高いもの（Mass Bank等）が稼働。国内外から多数のアクセス。

○ライフサイエンス研究において、統合化されたデータベースによる新たな研究成果の創出や研究の効率化を推進するとともに、産出されたデータ及び

データベースの散逸を防止するため、科学技術振興機構（JST）バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）が、我が国の中核機関として、データ

ベース統合化への支援、４省連携によるデータベース統合・ポータルサイト整備等を推進中

○今後、ビックデータ、AI等の活用によるデータ駆動型の研究開発が世界の主流になることを見越し、新たな取組が展開。理研ではＮＢＤＣとも協力して、

理研のすべての生命科学系データが有機的に結びつき、AIの活用も含めた効率的な活用が行われるよう統合化に向けた検討を開始。また、統合的

な健康データから個人の身体変化を予測とそれに応じたヘルスケアの選択するための「健康・医療データプラットフォーム」を構築中。

ＮＩＴＥは生物資源データプラットフォーム（NITEが保有する微生物等を中心にマルチオミックス情報の統合、ビッグデータ化）の仕様を検討中（平成31年

度公開予定）。この他、経産省では、「スマートセル設計システムDB」（仮称）を開発中。

○有効なビッグデータの収集と有効な活用。協調領域としての各国内研究機関との連携の推進及び民間企業ともデータ連携をする仕組みの構築

○各データベースの充実・高度化、他のデータベースとの統合化、統合データベース利用の基盤技術開発の推進

○国際競争力、国際連携、ユーザーへのサービスを維持するための資金確保（安定的な予算措置、企業からの賛助を得るためのスキームの検討 等）

○情報処理技術者の不足への対応

※各省提出資料を基に内閣府で作成

○各研究機関がそれぞれデータ収集・データベース開発・整備、NBDCがデータベースの統合化等を進めている中で、ビックデータ、AI等の活用による

データ駆動型の研究開発で日本が世界をリードする、新市場獲得を目指した民間企業の研究開発投資と事業化を加速するため、協調領域としてのデー

タ・データベースに関し、今後どのような取組、戦略が必要か



１．生物資源（バイオ試料）の整備状況

２．課題

２．生物資源（バイオ試料）について

○ライフサイエンス/バイオテクノロジー分野の政府系研究機関は、それぞれのミッションに即した多様な生物資源（バイオ試料）の収集、保存（品質管

理）及び提供の事業を実施。利用者の多くは大学、研究機関等（微生物株は民間企業の利用が主）

実験用動植物、細胞材料、遺伝子材料、微生物、微生物が産出する天然化合物、品種改良の材料に用いる植物（種子、樹木）等

ヒトの特定の疾患試料（DNA、血漿等） 等

○微生物が産出する天然化合物のライブラリー（医薬品候補化合物として貴重な資源）については、国内製薬系企業が保有するものとNEDOプロジェクト

等で収集したものを技術研究組合（提供企業と利用企業で構成）を設立して保管・管理。組合員企業やアカデミアが相互利用できるスキームを構築

○世界との比較では、理化学研究所バイオリソースセンターは、実験動植物個体から細胞、遺伝子、微生物までを一つの組織内で整備するリソース

機関としては世界唯一。対象とする５種類のリソースいずれも保存数において世界三大拠点の一つに位置。

また、微生物が産出する天然化合物のライブラリー（次世代天然物化学技術研究組合・（一社）バイオ産業情報化コンソーシアム）は世界最大規模。

植物遺伝資源（農研機構等）の規模も、世界トップの水準。

○民間の要望を反映したリソースの充実・利活用の促進。リソースに関する企業等が真に求める情報の提供

○遺伝資源や育種素材の輸出入への制限が増える状況において、速やかな有用な遺伝資源の確保

○我が国で作製されたリソースの寄託の推進

○施設・設備の維持・運営に必要な資金の確保、生物資源（バイオ試料）を適切に扱える技術者の育成・確保

等

※各省提出資料を基に内閣府で作成

○各研究機関がそれぞれ生物資源（バイオ試料）を収集・提供、また、微生物産出の天然化合物では官民の相互利用に取り組む中で、ビックデータ、AI
等の活用によるデータ駆動型の研究開発で日本が世界をリードする、新市場獲得を目指した民間企業の研究開発投資と事業化を加速するため、今後、

生物資源（バイオ試料）に関しどのような取組、戦略が必要か



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

経産省

名称未定
（スマートセル設計
システムDB（仮
称））

【運営機関未定】

開発中 開発中

・AI解析等を用いた設計システムに活
用。また、国内公的機関等の生物資源
情報DBとの互換性も想定した開発を
検討中

モデル微生物株、産業微生物株を用
いた各種実験データ（オミクスデータ）
が収載されたDB

・世界的にオミクスデータ
は飛躍的に増加
・日本のバイオDBへの投
資は、米国には及ばないも
のの、欧州とは拮抗
・有用なビッグデータを有
効活用することが必要

経産省
生物資源データプ
ラットフォーム
（NITE）

仕様検討中
（平成29年12月時点）

平成31年度公開
予定

生物資源に関するデータをNITEの保
有する生物資源を中心に集積し、マル
チオミックス情報のビッグデータ化を図
り、生物を用いた高機能品（機能性素
材など）の生産を目指した国内研究機
関や民間企業が保有するデータとの
連係を目指す。

米国では微生物・植物ゲノム情報を集
約したデータベースの構築（JGIなど）
が進行中。一方、マルチオミックス情報
が統合されたビックデータ構築の例は
ない。

協調領域としての各国内
研究機関との連携の推進
やデータ共有ポリシーを明
確化した上での民間企業と
データ連係をする仕組み
の構築が必要である。

経産省
NBRCオンラインカ
タログ検索

約2万株
（平成29年8月時点）

357万アクセス／
年

NBRCが提供している生物遺伝資源
を、学名等から検索することができる。
試験及び研究開発を行う企業・大学等
が、目的の生物遺伝資源を検索する
ために、2004年に公開した菌株のカタ
ログ。

各国がBRCを保有しており、オンライン
カタログを整備している。NBRCは日本
最大の菌株保管数である。

安全なシステム運用とユー
ザーニーズへの対応を目
指したシステムの刷新及び
高度化が必要である（平成
30年1月より開発中）

経産省
微生物遺伝子機能
検索データベース
［MiFuP］

微生物 355株
機能 93種類

142万アクセス／
年

・「Bioplastic synthesis（バイオプラス
チック生産）」等のキーワードを入力す
るだけで、その機能を持つと推定され
る微生物を検索できるデータベース。
・MiFuPを活用することで、ゲノムや遺
伝子解析に関する専門知識がなくて
も、手軽に目的の微生物を絞り込むこ
とができることから、有用な微生物を短
期間で効率的に選定することができ、
企業や大学等の微生物を利用した製
品開発が促進される。

微生物の持つ有用機能を独自の手法
でゲノム情報から検索するためのデー
タベースであり、世界に類を見ない

微生物の有用機能を活か
した生産や微生物の利用
を促進するため普及啓発
活動を行い、浸透すること
が必要である。

各データベースの概要



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

経産省
微生物有害性遺伝
子情報データベー
ス［MiFuP Safety］

機能 57種類
平成29年12月公
開

・微生物のゲノム情報から有害性に関
わる遺伝子を検索し、微生物の有害性
を推定するデータベース。
・MiFuP Safetyを活用することで、微生
物の有する毒素生産能や薬剤耐性能
等有害性の原因となる遺伝子を数分
で検索することができることから、製品
開発や製造管理の現場で素早く多種
類の微生物の有害性リスクを把握で
き、安全な製品開発や製造管理が確
保される。

微生物の有害性に関与する遺伝子を
独自の手法で検索するデータベースで
あり、世界に類を見ない

微生物の毒性に関する新
しい知見が発表された場
合に情報を更新する等、提
供する情報の質の向上を
継続的に行う体制作りが
必要である。

経産省

二次代謝産物合成
遺伝子クラスター
データベース
［DoBISCUIT］

遺伝子クラスター 108個
112万アクセス／
年

・創薬等に利用される放線菌の二次代
謝産物合成遺伝子に関する情報を網
羅的に集約したデータベース。（2012
年公開）
・既存のデータベースでは部分的にし
か収録されていなかった遺伝子
（PKS、NRPS等）情報が簡単に取得で
きることから、企業・大学等の放線菌を
利用した創薬等が促進される。

論文、塩基配列等から二次代謝産物
合成遺伝子クラスターに関する情報
（菌株情報、化合物情報、配列情報、
遺伝子機能情報、遺伝子についての
文献要約情報）を集約したものであり、
同様のデータベースは世界にない。

システムを安定的に継続
的に運用するための体制
作りが必要であり、運用方
法やデータの保持方法の
刷新も含めた検討が必要
である

経産省
ゲノム情報データ
ベース［DOGAN］

微生物ゲノム 32種
微生物プロテオーム解析
情報 8種

317万アクセス／
年

・NITEがこれまでに完全長ゲノム解析
やプロテオーム解析を行った微生物の
ゲノム情報等を提供するデータベー
ス。（1997年公開）
・当時としては技術的に解析が困難で
あった、国菌である「麹菌」のゲノムを
解析してゲノム情報を公開するなど、
企業・大学等のゲノム情報を利用した
研究開発が促進される。

食品・健康・環境・エネルギーなどの産
業において利用が期待される菌株につ
いて、マニュアルアノテーション（遺伝
子領域と機能の推定）やプロテオーム
解析を実施し、その情報を集約したも
のであり、同様のデーターベースは世
界にない。

システムを安定的に継続
的に運用するための体制
作りが必要であり、運用方
法やデータの保持方法の
刷新も含めた検討が必要
である



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

経産省
微生物有害情報リ
スト

提供可能な微生物3群
（細菌、アーキア、糸状
菌）に対応。
5法令、3機関、その他植
物と魚類病原性情報。

微生物を安全に取り扱うには、利用す
る微生物の危険度を把握する必要が
あり、微生物の危険度を判断する指標
の一つとして、バイオセーフティレベル
（BSL*1）が設定されている。また、法
規制の適用を受ける微生物や生物遺
伝資源もある。
本データベースは、微生物を安全かつ
適切に利用していただくために、このよ
うな微生物の危険度／有害性の判断
基準となる情報を収集し一元化して、
かつ学名の変更にも対応できる、微生
物危険度情報リストである。

各団体や、各法令に記載されているも
のの、横並びで、学名を基準にした危
険度リストは他にはない。

継続的なデータの更新と、
糸状菌（真菌）等の病原性
情報の追加を継続していく
ことが必要である。

経産省

myPresto
（Medicinally
Yielding PRotein
Engineering
SimulaTOr）

【一般社団法人バ
イオ産業情報化コ
ンソーシアム】

医薬品開発支援の分子
シミュレーションシステム
であり、タンパク質－医
薬品候補化合物のドッキ
ング及び化合物ライブラ
リーから探索等のプログ
ラム群（12種）、タンパク
質モデリング及び化合物
の二次元構造の三次元
構造への変換等のツー
ル群（21種）、化合物ライ
ブラリー（4000万化合物）
で構成。

利用法人数
民間 ２８社
アカデミア

２６機関

・同等の海外製品は導入に高額な費
用が掛かるが、myPrestoはウエブサイ
トから無償でダウンロードできる。
・本プログラムのGUIはIT企業で開発・
販売されており、また本プログラムの
導入支援や解析サービス等のソリュー
ションサービスは複数のIT企業で実施
されている。

プログラムの基本性能は世界最高レベ
ルであり、実用的な精度と速度の両立
性がある。タンパク質間相互作用予測
の国際コンテストCAPRIでは１位を含
む上位グループの常連である。

・国際競争力のあるプログ
ラムを維持するためには、
毎年新たな機能を追加す
る必要があり、国等の支援
が必要である。
･本プログラムを更に普及
させるには、大学等の教育
機関で本プログラムを利用
した実習カリキュラムを設
けて若手利用者を増やす
必要あり。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

経産省

ヒト遺伝子・タンパ
ク質発現リソース
HGPD(Human
Gene and Protein
Database)

【国立研究開発法
人産業技術総合研
究所】
【一般社団法人バ
イオ産業情報化コ
ンソーシアム】

ヒトタンパク質の機能解
析用の研究基盤であり、
●タンパク質発現用のヒ
トタンパク質発現リソース
HuPEX (Human
Proteome Expression
Resource) のGateway
クローンライブラリー（約6
万5千クローン）および、
●cDNAクロー情報 (約
500万件）
 タンパク質発現クローン
情報（約4万3千件）
   細胞内局在データ・タ
ンパク質解析データ（約5
万件）を格納したデータ
ベースHGPD(Human
Gene and Protein
Database)で構成される。

利用法人数
民間 １３社
アカデミア

４０機関

・クローンライブラリーはAMED等の国
家プロジェクトで活用するとともに、民
間企業やアカデミア等と共同研究契約
を締結して提供している。また、独立行
政法人製品評価技術基盤機構
(NITE) から購入手続きをとることも可
能である。
・データベースHGPDはウェブ上でフ
リーにアクセス可能であり、検索された
クローンはデータベース上から供給の
リクエストが可能である。

・世界最大の数と質を誇る約6万5千ク
ローンをライブラリー化し、ヒト遺伝子
の約80％をカバーしている。
・ヒトタンパク質発現リソースからタンパ
ク質を高効率に合成するシステムも合
わせて開発しており、2万種類のタンパ
ク質を1週間の短期間で作製すること
が可能である。
・タンパク質機能解析の基礎研究から
創薬探索、再生医療の基礎から応用
研究まで幅広く利用することが可能で
ある。

・HuPEXの利用拡大を図る
には、創薬や再生医療の
分野で先端的な研究開発
を行っている研究機関と積
極的に共同研究を推進し、
成功事例を積み重ねること
が重要である。
・そのためには、この分野
の研究者への認知度を高
めるとともに、研究開発に
対する公的な支援が必要
である。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

文部科学
省

ライフサイエンス
データベース統合
化推進事業（科学
技術振興機構バイ
オサイエンスデー
タベースセンター
（NBDC））

【支援DB（例）】
蛋白質構造データバンク
（PDBj）：約126千件
微生物統合データベース
（MicrobeDB.jp）：約170千
件
植物ゲノム統合データ
ベース（PGDBj）：65種、
約260千件（DNAマー
カー）
【ポータルサイト】
カタログ化したDB：約
1,600件
横断検索可能なDB：約
600件
アーカイブしたDB：約130
件

訪問者数（ユニー
クIP）
【支援DB（例）】
PDBj：月間平均
約38千件
MicrobeDB.jp：月
間平均約1千件
PGDBj：月間平均
約3千件
【ポータルサイト】
カタログ：月間平
均約3千件
横断検索：月間
平均約6千件
アーカイブ：月間
平均約10千件

ライフサイエンス研究において、統合
化されたデータベースの活用による新
たな研究成果の創出や研究の効率化
を推進するとともに、産出されたデータ
及びデータベースの散逸を防止するた
めに、NBDCが、我が国の中核的機関
として、データベースの統合化への支
援4省連携によるデータベース統合・
ポータルサイト整備（Integbio.jp）、
AMEDやJSTの研究プロジェクトとの連
携などを実施する体制を整備。

欧米においてもデータベースセンター
を構築しているところ、我が国において
も、NBDCが中核的機関として、日米欧
の協力で実施する国際蛋白質構造
データバンク（wwPDB）の一員である
PDBjなど、国際的な拠点となるデータ
ベースの構築を支援している。

・大型プロジェクト研究と
データの公開前から連携
することで、公開しやすく利
活用性の高いデータ整備
を支援
・大規模データ解析や人工
知能等を含めた多様な分
野の研究者との連携によ
る、ニーズを踏まえた統合
データの利活用促進に係
る取組の推進



所管府省
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文部科学
省

理研メタデータ
ベース
（理化学研究所情
報基盤センター）

平成29年11月現在、理
研のデータベース62件を
含む135件の哺乳類、植
物、タンパク質等のライフ
系データベースを収録。
データ項目数は約2800
万件。

Creative
Commonsライセ
ンスを付して一般
に公開している。
2016年度の月間
ユーザー数は約
2600、月間アクセ
ス数は約17万
件。

理研は研究データを産出する機関で
あり、その最先端の成果データの統
合・流通を促進し、新たな研究に繋げ
ることを目的としている。
本DBは理研で産出されたデータを
RDFと呼ぶデータ統合に適した標準形
式に変換したうえで統合・公開する基
盤である。理研の成果データベースの
公開が主たる目的であるが、海外を含
めた外部組織のデータとリンクさせ統
合された状態でデータ公開がされてい
る。データの記述は標準化されたオン
トロジー（語彙集）を活用しており、また
データベースカタログはIntegBioや
W3C Dataset Descriptions: HCLS
Community Profileに準拠しているな
ど、標準技術を積極的に取り入れてい
る。

本DBは、多岐にわたる成果データをそ
の種類にかかわらず、Linked Open
Data (LOD)として公開する。研究機関
成果を扱うRDFデータベースとしては
規模及びデータの種類において世界1
位と考えられる。内容としては、例えば
バイオリソース分野では、マウス表現
型の国際コンソーシアム(IMPC)におい
てLODデータの公開を担当した。また
日本の研究機関がもつ生物横断的な
表現型データを取りまとめて世界に公
開するなど、国際的なデータ連携に貢
献している。

1) 理研の成果データを迅
速に公開するために、最新
技術であるLODに造詣の
薄い研究者でもデータの標
準化を可能とするツールや
情報基盤の整備 が火急の
課題である。
2) 公開したLODデータを他
機関のデータとリンクをし
て統合していくことがデータ
解析の高度化に不可欠で
あり、情報技術開発におい
ても世界的なイニシアティ
ブをとって進めていく必要
がある。
3) 生命科学の多様化に対
応するための工学等異分
野データとの統合もイノ
ベーション促進に必要な課
題である。
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文部科学
省

MassBank
(理化学研究所環
境資源科学研究セ
ンター)

天然化合物のマススペク
トル４万件（代謝物数は１
万程度）

右に同じ。スペク
トル数は国内で
は最大規模、国
際的にみても無
償のデータベー
スとしては最大規
模。

NBDCの研究資金で運営。
研究者がマススペクトルを共有するこ
とを目的とした、世界初の公共データ
ベース。これらのマススペクトルは、生
命科学、とりわけメタボローム研究に
おける化合物同定に利用。
海外にはMassBank.euおよび
MassBank Of North America (MONA)
が存在。国際標準としてスペクトルの
ハッシュキーSPLASHを提唱、化合物
名照合におけるInChIKey利用を主導。

MassBankの名前は世界に知られてお
り、知名度は確立。ただドイツのサー
バ、米国サーバに比してサービスの質
およびアクセス数が伸びないため、今
後抜本的なサービス向上の改革が必
要（実施中）。

データベースとして安定・
継続性が最重要課題であ
り、複数機関がサポートで
きるようにデータ共有の覚
書を締結したばかり（遺伝
研・理研CSRS・かずさ
DNA）。国際競争の点では
海外サーバと比肩する
サービスを今後も提供し続
ける必要があり、現在企業
賛助を得るためのスキー
ムを検討中。
また国内は日本語による
サービスも必要なため、日
本語の問い合わせ窓口を
作成する必要がある。
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文部科学
省

NPEdia (Natural
Products
Encyclopedia)
(理化学研究所環
境資源科学研究セ
ンター)

本年度、化合物数89,000
種の化合物ID、構造式、
物性、生理活性、機器分
析データ、化合物提供条
件等を収録。

登録手続きをした
利用者は、
NPDepoの化合物
をスクリーニング
し、ヒット化合物
の類縁化合物を
NPEdia DBから検
索・選択し、活性
にフォーカスした
化合物群の提供
を依頼することが
可能。昨年度、26
件のデータを提
供した。（民間：大
学等研究機関の
割合は2:24）
年間のNPEdiaへ
のアクセス76,800
件(同日同一ipア
ドレスは1件とした
場合 11,100件 )

・NPEdiaは理研 天然化合物バンク
(NPDepo)の中核システムとして、多様
な化合物と情報を統合。
・新たな化合物データ拡大
微生物・植物などからの新規天然化合
物探索、また理研内 触媒化学グルー
プよる多様な合成化合物を収集
・生理活性等データの拡大
新たな評価系、化合物提供先による評
価、分析データNPPlot プロテオミクス
ChemProteoBases結果を統合し拡張し
ている。
・化合物の構造データは国際標準様式
に対応(MOL. SDF SMILES InChI
InChIKey)
・海外データベースとの連携
NPDepoを含むライブラリーにより化合
物の標的機能を決定するツール(カナ
ダ トロント大 MOSAIC)が国際共同研
究で構築された。

米国NCBIのPubChem、米国Broad
InstituteのChemBankなどは数十万化
合物のデータが蓄積されており、数の
上ではNPEediaを凌駕している。しか
し、実際にスクリーニングに提供されて
いる化合物ライブラリーを比較すると、
天然物の収集率が高いNPDepoライブ
ラリーは生物活性の面で多様性があ
る。 天然化合物を中心に医薬・農薬
また環境科学にとって有用な化合物を
探索するためのツールを志向してい
る。
(理研NPDepoライブラリーには、17の
生物学的プロセスのうち大部分を標的
とする様々な化合物が含まれていた
が、NIHとNCIの化合物ライブラリーに
含まれる化合物の標的機能には偏り
がみられた。Nature Chemical Biology
online 2017/7/24)

バイオとデジタルを利用
するバイオインフォマティク
スのツールの普及と利用
者の拡大は進んでいるが、
国内では海外のプログラム
の一部利用や、組み合わ
せによってシステムが構築
されている。 天然物を主
とする化合物とバイオ(生
理活性、標的遺伝子、生合
成代謝メカニズム)の課題
を解決する情報処理技術
者が不足している。国際競
争に優位に立つためにもこ
の領域の研究者と技術者
のチームの構築が望まれ
る。
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文部科学
省

SSBDデータベース
（Systems Science
of Biological
Dynamics
database）
（理化学研究所）

2017年12月22日時点で、
生命動態の定量データ
483件、細胞生物学、発
生生物学、生命動態シス
テム科学関連の画像
データ616件

訪問者数:378/月
訪問数：904/月
閲覧ページ数
15,753/月
日本（53%）、米国
（15%）、英国（3%）

生命動態の定量データとその取得に
利用した動画像を再利用が容易なか
たちで包括的に共有することを目的に
構築したデータベース。単一分子、細
胞、細胞核などのスケールにおける
様々な手法により取得された様々な生
物種のデータを収集。手法としては実
験解析および計算機シミュレーションと
もに対象。 定量データは、新規に開発
されたデータフォーマット (BDML)に
従って統一的に記述。動画像は、
OMEROという世界標準になりつつある
生命科学分野の動画像の管理システ
ムを利用して共有。
生命動態の定量データは、国際的に
唯一の統一フォーマットBDMLを開発。
生命科学の画像フォーマットおよび、
画像に付随するメタ情報の記述フォー
マット、およびオントロジーについて、
欧州のOMEプロジェクトと連携して世
界標準規格を共同開発中

生命科学の画像データベースおよび画
像データレポジトリについては、欧州の
Euro-BioImagingを中心に、Global
BioImagingの枠組みで世界的な協力の
枠組みが作られつつある。その中で
SSBDは日本代表として、国際連携の
中核的な役割を果たしている。生命動
態の定量情報のデータベースとしては
世界最大で唯一の統合データベース
である。

画像データベースおよび画
像データのレポジトリの国
際連携の中の日本代表と
して継続的に機能するため
の安定的な予算措置

来るAI駆動型の生命科学
研究の国際的な競争に打
ち勝つためには、このよう
な良質かつメタ情報が豊富
に付与された、AI活用を目
指した画像データの大規
模な蓄積が重要であるが、
現時点で、それに向けての
具体的なファンディングが
行われていない。

文部科学
省

理研生命科学統合
データプラット
フォーム

全理研の生命科学の
データベースの構築、お
よび運営に関わっている
グループとの連携組織を
構築し、全データの統合
化に向けての具体的な
議論を開始した。

実績なし

理研の全ての生命科学系センターの
データベース開発者の協力を得て、理
研の全てのデータが有機的に結びつ
き、AIの活用も含めた効率的なデータ
活用がおこなわれるように統合化す
る。
NBDCとも協力し、All Japanのデータ統
合化の先導的な役割を果たす。

理研は、世界トップクラスの良質かつ
十分なメタ情報を付与した生命科学の
データを産出する能力を有することか
ら、これらのデータを効果的に統合化
し、積極的にAI研究やビッグデータ解
析に応用することで、来るべき、AI駆動
型、データ駆動型の生命科学におい
て、世界をリードできるポテンシャルを
持っている。このような研究をいち早く
実行することが、日本の生命科学が今
後も世界的な競争力を維持するために
必須である

現時点では、具体的なファ
ンディングが措置されてお
らず、本年度については、
単年度の理事長裁量経費
でサポートされているのみ
である。少なくとも５年程度
の安定したファンディング
の措置が早急に望まれる。
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文部科学
省

FANTOM Web
Resour ce ( 理化
学研究所）

提供可能なデータ は
FANTOM1～FANTOM5プロ
ジェ ク ト で生産さ れた
哺乳類ゲノ ムの機能注
釈に関するデータ 。 主
なも のと し てマウスの
完全長cDNAの遺伝子機
能注釈に関するデータ
ベース、 哺乳類の網羅
的転写開始点・ プロ
モータ の活性に関する
データ 、 エンハンサー
に関するデータ 、 長鎖
非翻訳RNA（ l ncRNA）
に関するデータ 、 マイ
ク ロRNAに関するデー
タ

2017年1月～12
月までのアク セ
ス数： 約1, 400
万ページアク セ
ス

理化学研究所が主宰する国際共同研
究プロジェ ク ト 「 FANTOM」 の成果を
データ ベース化し 、 誰でも 制限なく
利用可能な形で提供し ている。 ま
た、 モデル生物のゲノ ム情報の標準
化機関と の連携も 進めている。

網羅的な細胞種（ 180種） を 対象と
し たプロモータ ー・ エンハンサーの
活性については世界最大規模であ
る。 l ncRNAやマイ ク ロRNAについて
も 同様。 FANTOMプロジェ ク ト の成果
については、 Nat ur eやSci ence等の
著名な論文誌に数多く 発表さ れてお
り 、 さ ら に引用数も 多く 、 世界でも
認知さ れている。

データ ベース運営の安定
維持なら びに今後のデー
タ 更新の方策が課題であ
る。 現在は理化学研究所
ラ イ フ サイ エンス技術基
盤研究センタ ー・ 機能性
ゲノ ム解析部門により 運
営さ れているが、 運営資
金や運営メ ンバーのサ
ポート は少ないのが現
状。

文部科学
省

健康・医療データ
プラットフォーム
（理化学研究所）

現在構築中
理研及び共同研
究先の研究開発
に活用

個人が自己のデータで自身の身体変
化の予測とそれに応じたヘルスケアを
選択するための基盤技術を構築する
ため、医療機関から患者データを蓄
積。

米国においても同様の開発が進めら
れているが、科学的エビデンスが不足
しており未熟な状況。理研の取り組み
は非言語情報（ストレス、気分、身体情
報等）を含む統合的な健康データから
個人の身体変化を予測する方法の開
発を進めており、先行している。

医療データを用いて行っ
た、個別化ソリューションの
ための疾患の状態割り振
りを、国際標準化するなど
の方法によって社会実装を
促進。
個人が自らのデータと介入
法を選択するための健康
情報のブロックチェーン化
の更なる技術開発が必
要。
データから得られた仮説を
生物モデル評価系で検証
するとともに、介入法を開
発に繋げることが求められ
る。
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農林水産
省

野菜DNAマーカー
データベース
(VegMarks)（農研
機構野菜花き研究
部門）

野菜類DNAマーカー情
報：７品目、21連鎖地図、
36795マーカー（2017年
12月時点）

サーバの更新を
行ったため、旧機
器からデータを取
りだすことができ
ず、アクセス数等
は不明である。

農林水産省委託プロジェクト等で開発
した野菜類のDNAマーカー情報を公開
している。NBDC「統合化推進プログラ
ム」の支援を受けて造られたPlant
Genome DataBase Japanから検索可
能に改修した

世界的にみても野菜類の育種選抜に
利用可能なDNAマーカーのデータベー
スは限られている。

保守管理に要する人材・予
算などが将来的に保証さ
れておらず、事業の継続性
に課題がある。

農林水産
省

機能性・食事バラ
ンスデータベース
（農研機構食品研
究部門）

H29年度12月時点
・機能性成分含有量デー
タ（200品目、70成分）
・調理・加工工程におけ
るビタミン含有量の変動
（ビタミン13種類、食品
数、調理方法の種類につ
いては、ビタミンの種類に
よって異なる）
・農産物の機能性成分含
有量（9品目）、機能性評
価値（13品目）
・食事バランスガイドに基
づく献立提案(日本食品
成分表7訂データ）
・農産物9品目におけるシ
ステマティックレビューの
結果および機能性表示
食品届出のための様式

データについて
は、検索件数等
の把握を行って
いなかったため、
企業・大学・地方
公設試等からの
問い合わせは
あったが、提供数
については不明。

本DBについては、10年以上前の設計
に基づき、追加修正を行ってきたこと
から、現在ではターゲットとするユー
ザーの設定が曖昧になってきている。
そのため、ユーザーのペルソナ設定、
ユースケースの調査等を行い、H32年
までに新たなDBとして発展的に再構
築する。
新しいDBにおいては、現在公開してい
る機能性成分含有量データに追加す
る形で、機能性評価値等、科学的なエ
ビデンスが得られたものは、文献情報
を含め、掲載できるようなシステムとす
る。
また、国立医療基盤・健康・栄養研究
所等との共同研究などを通じてデータ
の追加等についても協力いただく予定
としている。

カナダ（Functional Foods and Natural
Health Products Database (FFNHP))：
機能性素材等のサプライヤーとバイ
ヤーを結ぶためのDBであり、目的が異
なる。
韓国(database on functional foods and
ingredients from agrifood）フラボノイド
を高含有する205種類の韓国固有の食
品・農産物DBであり、品目数としては
ほぼ同数であるが、こちらはフラボノイ
ドに特化している。

本DBについては、機能性成分含有量
のみならず、機能性評価値、あるいは
機能性表示食品届出のための資料な
どが掲載されている点で、他国のDBと
は異なる利用が想定される。

本DBについては機能成分
の含有量だけでなく、機能
性評価値等、科学的エビ
デンスが得られたものにつ
いても文献情報を含めた
掲載を進めていくことから、
農林水産省以外の府省庁
のデータも掲載可能なシス
テム作りを進めることによ
り、有効活用が図られると
考えられる。
また、データベースについ
ては、セキュリティー上の
管理運営をどこに帰属させ
るかも重要な問題点である
と考える。
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農林水産
省

ニュートリゲノミク
ス機能性評価デー
タベースシステム
（農研機構食品研
究部門）

実験データ：14件（平成
29年11月時点のWeb公
開件数）

Webアクセス件
数：468610件

食品成分の機能性評価の結果を収載
したデーターベースであり、食品成分
に関するこれまでの知見、機能性評価
法、遺伝子発現解析及びその他の評
価結果に関する詳細な情報を得ること
ができる。PuBMed、PubChem、GEO
（遺伝子発現データベース）にリンクし
ている他、データのダウンロードも可能
である。インターネットを通して国内外
に発信いている。

NCBI（National Center for
Biotechnology Information）で運営する
GEO等、多数の遺伝子発現解析デー
タを搭載するデータベースはあるが、
本データベースは食品成分の機能性
評価結果に特化し、遺伝子発現の網
羅解析の結果に直接アクセスできる
他、研究者に有用な食品成分に関する
情報、評価法及び評価結果に関する
詳細な情報を提供する点で、世界でも
類を見ない。

本データベースの多機能
性は他のデータベースとの
統合を困難にすると共に、
収載データ数を限定してい
る。データベース内の機能
の見直し等によりこれらの
問題点を克服し、他のデー
タベースとの統合を図る等
して認知度を高める必要が
ある。

農林水産
省

パン酵母遺伝子
データベース
(DGBY)（農研機構
食品研究部門）

遺伝子発現データ：4件、
遺伝子破壊株表現型
データ：3件（平成29年12
月時点のWeb公開件数）

データについて
は、アクセス件数
等の把握を行っ
ていないため、提
供件数について
は不明である。

農研機構食品研究部門においてパン
酵母（出芽酵母）のDNAマイクロアレイ
解析と出芽酵母遺伝子破壊株セットの
解析から得られたデータをインターネッ
トを通して発信している。製パンストレ
ス下の網羅的遺伝子発現データは
GEO（遺伝子発現データベース）にリン
クし、データのダウンロードも可能であ
る。製パンストレス下における遺伝子
破壊株の表現型データはエクセルファ
イルとして提供している。またPuBMed
にリンクして関連論文の紹介をしてい
る。

SGD (Saccharomyces Genome
Database)のように出芽酵母の多数の
遺伝子について発現や表現型等の
データを搭載するデータベースはある
が、本データベースはパン酵母あるい
は製パンストレスに特化し、遺伝子発
現や表現型の網羅的解析結果にまと
めてアクセスできる。パン酵母製造や
パン生地発酵などの効率化に資する
実用的なデータを特徴とする。

本データベースで使用して
いるパン酵母株や製パン
ストレス条件は限定的であ
るため、株の種類やストレ
ス強度のバリエーションを
増やす必要がある。

農林水産
省

カイコゲノムアノ
テーション編集シ
ステム（農研機構
生物機能利用研究
部門）

カイコの遺伝子情報:
16,823遺伝子 （平成29年
11月時点のWeb公開件
数）

Webアクセス件
数：4595件

カイコ遺伝子のマニュアルアノテーショ
ンを促進するため、データ形式を統一
し、参画しているアノテーターにわかり
やすい編集システムを構築している。
アノテーション作業は継続中となってい
る。

Wikiベースのカイコゲノムのアノテー
ション編集システムとしては唯一の
データベースである。

現在、マニュアルアノテー
ション作業が継続中となっ
ている。アノテーション結果
をまとめ次第、KAIKObase
へのアノテーション結果の
反映が必要である。
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農林水産
省

カイコゲノム統合
データベース
(KAIKObase)（農研
機構生物機能利用
研究部門）

カイコの全ゲノム配列情
報: 1件、カイコの遺伝子
配列情報:  16,823遺伝
子、完全長cDNA配列情
報: 11,104配列、カイコの
連鎖地図情報: 28連鎖群
（平成29年11月時点の
Web公開件数

Webアクセス件
数：953980件

カイコゲノム情報データベース(全ゲノ
ム情報、遺伝子配列セット、連鎖地図
情報等を提供）とその他のカイコ関連
データベース（下記の4つのデータベー
ス）が連携しているカイコの統合データ
ベースであり、利用者にわかりやすく、
便利な検索インターフェスを提供して
いる。

実質的に稼働しているカイコゲノム関
連のデータベースは東大のSilkBaseと
KAIKObase(当機構のカイコ関連データ
ベースはKAIKObaseによって関連付け
られているで総称でKAIKObaseと呼
ぶ。）のみである。海外のカイコ関連
データベースには中国 西南大の
SilkDBがあるが、現在検索インタフェー
スにアクセスができず、実質的に機能
をしていない。

データベースの有用性を高
めるために、拡充されたカ
イコの全ゲノム配列情報等
を用いたデータベースの高
度化が必要である。

農林水産
省

Bombyx Trap デー
タベース（農研機
構生物機能利用研
究部門）

カイコ新規突然変異系統
情報: 502系統（平成29年
11月時点のWeb公開件
数

Webアクセス件
数：141758件

エンハンサートラップ法により作出した
カイコの新規突然変異系統について、
GFPレポーター発現部位情報や画像、
ゲノム挿入位置情報などのデータを収
集し、データベースとして構築してい
る。KAIKObaseと連動して検索インター
フェスを提供し、利用者に使いやすい
形で提供している。

実質的に稼働しているカイコゲノム関
連のデータベースは東大のSilkBaseと
KAIKObase(当機構のカイコ関連データ
ベースはKAIKObaseによって関連付け
られているで総称でKAIKObaseと呼
ぶ。）のみである。海外のカイコ関連
データベースには中国 西南大の
SilkDBがあるが、現在検索インタフェー
スにアクセスができず、実質的に機能
をしていない。

引き続き有用な情報を提
供するために、現在進行中
のKAIKObaseの高度化に
合わせたデータベースの
更新が望ましい。

農林水産
省

カイコESTデータ
ベース
(KAIKOcDNA)（農
研機構生物機能利
用研究部門）

カイコのEST配列情報:
59729配列（平成29年11
月時点のWeb公開件数）

Webアクセス件
数：1523件

カイコのESTデータを収集し、データ
ベースとして構築している。様々な検
索項目を利用して検索できる検索イン
ターフェスを構築しており利用者に使
いやすい形で提供している。

実質的に稼働しているカイコゲノム関
連のデータベースは東大のSilkBaseと
KAIKObase(当機構のカイコ関連データ
ベースはKAIKObaseによって関連付け
られているで総称でKAIKObaseと呼
ぶ。）のみである。海外のカイコ関連
データベースには中国 西南大の
SilkDBがあるが、現在検索インタフェー
スにアクセスができず、実質的に機能
をしていない。

引き続き有用な情報を提
供するために、現在進行中
のKAIKObaseの高度化に
合わせたデータベースの
更新が望ましい。
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農林水産
省

カイコプロテオーム
データベース
（農研機構生物機
能利用研究部門）

カイコのタンパク質二次
元電気泳動情報: マップ
数 116件、タンパク質数
1159件（平成29年11月時
点のWeb公開件数）

Webアクセス件
数：18808件

カイコにおける発育時期別の各組織に
おけるタンパク質二次元電気泳動像と
個々のバンドのデータを提供してい
る。各バンドのデータはKAIKObaseを
通じて他のカイコのデータベースとリン
クされており利用者にとって便利な構
成になっている。

実質的に稼働しているカイコゲノム関
連のデータベースは東大のSilkBaseと
KAIKObase(当機構のカイコ関連データ
ベースはKAIKObaseによって関連付け
られているで総称でKAIKObaseと呼
ぶ。）のみである。海外のカイコ関連
データベースには中国 西南大の
SilkDBがあるが、現在検索インタフェー
スにアクセスができず、実質的に機能
をしていない。

引き続き有用な情報を提
供するために、現在進行中
のKAIKObaseの高度化に
合わせたデータベースの
更新が望ましい。

農林水産
省

カイコゲノムアノ
テーションデータ
ベース
(KAIKOGAAS)（農
研機構生物機能利
用研究部門）

カイコの予測遺伝子配列
情報: 117566遺伝子 （平
成29年11月時点のWeb
公開件数）

Webアクセス件
数：270262件

カイコゲノムとアノテーションデータを
収録したデータベースである。染色体
ごと、もしくはスキャフォールドごとに
データが収録されておりKAIKObaseに
よって他のデータベースと連動しており
利用者にとって便利な構成になってい
る。

実質的に稼働しているカイコゲノム関
連のデータベースは東大のSilkBaseと
KAIKObase(当機構のカイコ関連データ
ベースはKAIKObaseによって関連付け
られているで総称でKAIKObaseと呼
ぶ。）のみである。海外のカイコ関連
データベースには中国 西南大の
SilkDBがあるが、現在検索インタフェー
スにアクセスができず、実質的に機能
をしていない。

引き続き有用な情報を提
供するために、現在進行中
のKAIKObaseの高度化に
合わせたデータベースの
更新が望ましい。

農林水産
省

トビイロウンカEST
情報データベース
（UNKA (BPH)
EST)（農研機構生
物機能利用研究部
門）

トビイロウンカのEST配列
情報: 12303配列（平成29
年11月時点のWeb公開
件数）

Webアクセス件
数：7449件

重要害虫のトビイロウンカのESTデー
タが収録されている。多彩な検索オプ
ションや出力オプションで検索が出来、
利用者にとって便利な検索インター
フェスを提供している。

国内ではトビイロウンカのデータベース
は本機構が運営しているESTおよび
マーカーデータベースのみである。海
外ではトビイロウンカのゲノムおよび発
現遺伝子情報を含むデータベースとし
て中国 浙江大の InsectBaseがある
が、マーカー情報は含まれていない。

データベースの有用性を高
めるために、トビイロウンカ
ゲノム情報の拡充およびこ
れと連携したデータベース
の高度化が必要である。
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農林水産
省

トビイロウンカマー
カーデータベース
（農研機構生物機
能利用研究部門）

トビイロウンカの連鎖地
図情報: 連鎖群15連鎖
群、SNP情報: 2344件
（平成29年11月時点の
Web公開件数）

Webアクセス件
数：1170件

重要害虫のトビイロウンカの連鎖地図
および遺伝子マーカーデータが収録さ
れている。

国内ではトビイロウンカのデータベース
は本機構が運営しているESTおよび
マーカーデータベースのみである。海
外ではトビイロウンカのゲノムおよび発
現遺伝子情報を含むデータベースとし
て中国 浙江大の InsectBaseがある
が、マーカー情報は含まれていない。

データベースの有用性を高
めるために、トビイロウンカ
ゲノム情報の拡充およびこ
れと連携したデータベース
の高度化が必要である。

農林水産
省

コナガゲノム情報
データベース
(KONAGAbase)
（農研機構生物機
能利用研究部門）

コナガのゲノムコンティグ
配列：88,530配列、コナガ
の遺伝子配列セット:
32,800遺伝子（平成29年
11月時点のWeb公開件
数）

Webアクセス件
数：61852件

重要害虫コナガのゲノム配列および発
現遺伝子配列情報ファイルが収録され
ており、BLAST検索機能、ゲノムブラウ
ズ機能等の検索インタフェースを提供
している。

国内ではコナガのデータベースは本機
構のKONAGAbaseのみである。海外の
コナガのゲノムデータベースは中国
福建農林大によるDBM-DBがあり、中
国によるゲノム配列および発現遺伝子
配列情報が同様の検索インタフェース
を提供している。またチョウ目のゲノム
情報をまとめたデータベースである英
国 エジンバラ大のLepbaseにおいて
英国リバプール大によるコナガのゲノ
ム配列情報が同様の検索インタフェー
スで提供されている。ゲノム配列の完
成度は後発の中国および英国の方が
高いが検索機能面で大きな違いはな
い。

現在、概要ゲノム配列情
報、連鎖地図情報、発現遺
伝子情報等の拡充を進め
ている。データベースの有
用性を高めるために、これ
らのデータの拡充による高
度化が必要である。

農林水産
省

ネムリユスリカゲノ
ム情報データベー
ス (MidgeBase)（農
研機構生物機能利
用研究部門）

ネムリユスリカ：17137遺
伝子
ヤモンユスリカ：16553遺
伝子

73555回アクセス 旧生物研が中核となり進めたネムリユ
スリカゲノム国際コンソーシアムの解
析結果（Nature Communications,
2014）をデータベース化したもの。論文
情報を網羅する重要なデータベース。

ネムリユスリカとヤモンユスリカの遺伝
子データベースとして、世界唯一。

現在、ドラフトゲノムデータ
のコンティグ長の改善を進
めている。今後、拡充しつ
つあるCAGEやChip-seqな
どのtranscriptomeデータを
取り込んだ、より精度が高
い網羅的データベース
（MidgeBase ver.2）へと進
化させる必要がある。
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農林水産
省

ブタ遺伝子発現情
報データベース
(PEDE)（農研機構
生物機能利用研究
部門）

豚cDNA配列情報（クロー
ン完全長）31,079個、豚
EST情報266,521個、及
び配列の相同性情報、
配列間多型情報

一般に公開、アク
セス件数400万件
以上

配列情報から相同遺伝子等について
NCBI等の公的データベースにリンク

豚でのESTデータベースは
http://pigest.ku.dk/等があるが、完全
長cDNAライブラリーに依拠したデータ
ベースは本DBのみ

多型情報等配列以外の付
加価値を充実させることが
課題

農林水産
省

イネ品種・特性
データベース（農研
機構次世代作物開
発研究センター）

育成品種・系統系譜情報
12202件、育成品種に関
する特性等の情報605件
（平成29年12月現在）

閲覧ページ数：
48811件（セキュリ
ティ検査のため長
期間停止。翌年
度は半年で20万
件近いアクセスが
ある）

品種登録HPおよび公設試からの新配
付系統の情報を元にデータを系譜情
報の整理を行っている。育成品種の詳
細データについては、独法および一部
の公設試については参考成績書の詳
細データをなるべく入力し、品種特性
からのデータ検索も出来るようにして
いる。

基本的には国内向けのDBであり、国
際比較は難しい。研究現場から普及指
導組織、生産者に至るまで幅広いター
ゲットに利用されており、いずれの対象
者に対しても有効に利用されている。

より農業分野への浸透を
図るためSIPを通じて開発
が進められている農業
データ連係基盤に、他の生
産支援を行うDBとともに導
入が検討されている状況
にある。品種特性情報につ
いては、独法公設試の開
発した品種を中心にデータ
整備を行ってきたが、将来
的には民間品種のデータ
を導入し農業生産現場へ
の支援ツールとしての役割
を強化していきたいと考え
ている。

農林水産
省

DNAマーカー情報
（農研機構次世代
作物開発研究セン
ター）

32作目、270件DNAマー
カー情報

農研機構のweb
サーバから提供
されているため、
DNAマーカー情
報のみのアクセ
スを調べるのが
難しい。

複数の作目の情報を掲載し、ワンス
トップで情報を得られる。各作目でより
詳細な情報が得たい場合には関連す
るリンクを示している。また、実際に
DNAマーカーを利用する際に備えて、
マニュアルの公開なども開始した。

各作目の情報ではより詳細なデータ
ベースも存在する。日本の研究者が日
本語で簡便に情報に接することを前提
にしており、その意味では独自性があ
る。

農研機構本部のwebシステ
ムで情報公開を実施してい
る。安定性や継続性に問
題はないが、情報のインタ
ラクティブ性には制限があ
る。Webに実装できる手法
の中で、ユーザー側の利
便性を向上することは重要
である。
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農林水産
省

農林水産DNAバン
ク（農研機構次世
代作物開発研究セ
ンター）

イネ完全長cDNAクロー
ン(約3万クローン)、日本
晴PAC/BACクローン
(3458クローン)、カサラス
BACクローン(約3000ク
ローン)、大麦完全長
cDNAクローン(23614ク
ローン)、ブタ完全長
cDNAクローン(32231ク
ローン)、カイコ完全長
cDNAクローン(11104ク
ローン)、カイコESTクロー
ン(408172クローン)の配
付を行っている。

閲覧ページ数：
104842件

RAP-DB、ブタ遺伝子発現情報データ
ベース、カイコゲノム統合情報データ
ベースより公開されているクローンの
分譲依頼の受付等の窓口サイトとなっ
ている。

解析されたクローン等生物素材の配付
に関するサイトは各国のルールに基づ
き運用されている。

ゲノムの解析プロジェクト
等は終了しているので、ク
ローンの分譲依頼に対す
る永続的なサービスのあり
方を検討する必要がある。

農林水産
省

イネゲノムリソース
センター (RGRC)
（農研機構次世代
作物開発研究セン
ター）

イネTos17挿入変異系統
(約5万系統)、放射線育
種場で作成された照射系
統の配付受付サイトと
なっている。

閲覧ページ数：
28312件

農水委託プロ「イネゲノムリソースセン
ターの整備」で整備されたサイト。農林
水産DNAバンクと同様、配付受付等の
総合窓口として運用されている。

海外のリソースセンターも同様Web窓
口を設けている。

プロジェクトが終了している
ので、今後、系統が追加さ
れてる可能性は少ないが、
研究者への配付には必要
なサイトなので、永続的な
運用を行うための工夫が
必要。

農林水産
省

農畜産物ゲノム情
報データベース
(AgrID)（農研機構
次世代作物開発研
究センター）

ゲノム関連データベース
50件の情報を収録。

閲覧ページ数：
730件（セキュリ
ティ検査のため長
期間停止。翌年
度は半年で数千
件のアクセス）

農水省の委託プロの一環として、ゲノ
ム関連データベースのポータルサイト
として構築し、現在も機能している。

農研機構におけるゲノム研究の情報
取得のための入り口であり、実質日本
の農学系ゲノム研究の最重要ポータ
ルとなっている。

「ゲノム」で総称されるよう
な多様な大規模研究の情
報探索のための入り口で
あり、今後も継続的に運用
していく必要がある。
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農林水産
省

イネアノテーション
データベース
(RAP-DB)（農研機
構次世代作物開発
研究センター）

37,851 遺伝子座（44,618
転写産物）についての遺
伝子アノテーション情報
（平成29年12月時点の
Web公開件数）

閲覧ページ数：
2360182件

イネゲノムアノテーション情報（主に遺
伝子の位置や機能に関する情報）を整
備し、データベースを構築し、インター
ネットを通して発信している。

最新のイネリファレンスゲノム配列や
遺伝子アノテーション情報を提供し、か
つ定期的に更新を続けているデータ
ベースとしては世界でも唯一の存在で
あり、世界中から多数のアクセスがあ
る。

イネ遺伝子の機能解析は
日々進んでおり、そのよう
な情報を取り入れて、常に
最新の遺伝子アノテーショ
ン情報を提供していく必要
がある。また、様々な品種
のゲノム情報やオミックス
情報等、イネの育種研究
等に有用な情報との統合
化を進める必要がある。

農林水産
省

イネ遺伝子発現
データベース
(RiceXPro)（農研機
構次世代作物開発
研究センター）

イネの生育過程を通した
器官・組織の遺伝子発現
情報、植物ホルモンを処
理した際の遺伝子発現
情報、病原菌を接種した
際の遺伝子発現情報、
微小組織の遺伝子発現
情報、栄養に対する遺伝
子発現情報など31種類
のデータ（平成29年12月
時点)

閲覧ページ数：
962083件

データの拡大等は行わず公開している
のみ

イネの器官・組織別のデータなど有用
な情報がDBに含まれるため多数のア
クセスがあり利用されている。

現状のまま公開を続ける
か、情報をアーカイブ化す
るか、等を検討する必要が
ある。

農林水産
省

イネ遺伝子共発現
データベース
(RiceFREND)（農研
機構次世代作物開
発研究センター）

イネの815サンプルの
データを使った共発現解
析結果（平成29年12月時
点)

閲覧ページ数：
172012件

データの拡大等は行わず公開している
のみ

イネにおいても複数の同様のDBが公
開されている。

現状のまま公開を続ける
か、情報をアーカイブ化す
るか、等を検討する必要が
ある。
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農林水産
省

圃場におけるイネ
遺伝子発現データ
ベース (FiT-DB)
（農研機構次世代
作物開発研究セン
ター）

マイクロアレイで測定可
能な27201遺伝子に関し
て、遺伝子発現量(461枚
のマイクロアレイ)のデー
タ、統計モデリング解析、
グラフ化、共発現解析。

8254件(2016年4
月～11月のデー
タ)

日本語と英語のバージョンで公開して
いるため、国内外の研究者に情報発
信をしている。他のゲノムデータベース
にリンクを張っている。

Fit-DBは、圃場におけるイネの葉の遺
伝子発現データと、遺伝子発現変化の
背景にある要因の統計モデリング解析
結果のデータベースであり、国際比較
が可能なDBはない。

圃場のイネの生育と遺伝
子発現情報を融合させる１
つの試みである。現在は、
運用メインとなっており、
ユーザーニーズの把握や
十分な対応が後手になっ
ている。

農林水産
省

ミュータントパネル
データベース
(Tos17)（農研機構
次世代作物開発研
究センター）

イネの内在性レトロトラン
スポゾンTos17を転移さ
せた挿入変異系統約5万
系統のデータ。系統ごと
のゲノム上の挿入部位
データ、圃場で生育させ
た画像による表現型デー
タを検索・閲覧できる。挿
入部位に対するプライ
マー設計、配列情報取得
等の機能も揃えている。

リクエスト件数
1158442件、ペー
ジ数 171384ペー
ジ

農水委託プロ「遺伝地図とミュータント
パネルを利用した単離及び機能解明」
で整備されたデータベース。組換え体
でない突然変異系統なので、国内、海
外問わず多くの研究者から利用されて
いる。

韓国、台湾、中国、フランスなどでも同
様のデータベースが存在するが、組換
え体ベースの材料によるものが多く、
材料の入手は困難な場合が多い。そ
の点、本データベースで提供された
データに対応する系統を容易に入手で
き、多くの研究者から利用されている。

系統の作出、データの取得
は完了している。種子の劣
化に伴い、データは提供で
きるが、肝心の系統種子が
入手できなくなりつつある。
データベースの継続的な
運用も今後の課題である。

農林水産
省

QTL Information
Table (QTARO)（農
研機構次世代作物
開発研究センター）

QTL情報:1051、機能遺
伝子情報:1949、世界稲
SNP情報:3334、日本稲
SNP情報:3252

15,795total
visitors (90,448
pages)

特に無し 更新は終了したものの、精度の高い
QTL情報を掲載している。

データベースとしてはすで
に更新を終えていることか
ら、現在、アーカイブおよび
ツールとしての利用
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農林水産
省

シスエレメントモ
チーフ検索データ
ベース（農研機構
次世代作物開発研
究センター）

469エントリーのシスエレ
メントモチーフの検索サ
イト

閲覧ページ数：
18809件

農水委託プロ「画期的な農畜産物作出
のためのゲノム情報データベースの整
備」で整備した総合DBの中のサービス
の一つとして構築しなおした。Webから
ユーザが入力した塩基配列に対して
検索を行い、ヒットしたシスエレメント領
域を返すシステムとなっている。

高等植物遺伝子のプロモーター等の
発現制御に関わる領域の塩基配列モ
チーフを論文から収集し、解説や文
献、PubMedへのリンク、国際塩基配列
データベースのアクセッション番号など
を付加したデータベースです。ユーザ
自身の配列からモチーフを検索するシ
グナルスキャン検索や相同性検索、
キーワードによる検索が可能

終了したプロジェクトなの
で、モチーフの追加は行わ
れていない。現行のデータ
セットで現在も広く利用され
ているが、さらなる拡充が
望ましい。

農林水産
省

比較ゲノムデータ
ベース (SALAD
database)（農研機
構次世代作物開発
研究センター）

植物のタンパク質比較を
ゲノムワイドに比較可能
なデータベース。イネ、ソ
ルガム、アラビドプシス、
ヒメツリガネゴケなど計10
生物種の全ゲノム情報を
搭載している。

不明（短期間での
集計が不可能の
ため）

日本語と英語で発信しているため、国
内外の研究者が広く利用可能。遺伝
子名での検索とDNAやアミノ酸配列を
BLAST検索する機能もあるため、広い
植物種の遺伝子の機能アノテーション
を予測することが可能。他のゲノム
データベースにリンクを張っている。

既知の比較ゲノムデータベースは、核
酸・アミノ酸置換頻度をベーとした解析
DBであるのに対して、Salad-DBは、ア
ミノ酸配列の類似性でデンドログラムを
作成し、機能的に類似のタンパク質を
クラスタリングするという点で新規なDB
であった。

プロジェクト終了後、運用メ
インで、ユーザーニースへ
の対応はできていない。

農林水産
省

オオムギ完全長
cDNAデータベース
(beX-db)（農研機
構次世代作物開発
研究センター）

完全長cDNA配列情報
(29,782)及びその端読み
配列情報(309,117)、遺伝
子発現情報(42実験)、ゲ
ノム配列情報(2点)（平成
29年12月現在)

閲覧ページ数：
56473件

国内で配列決定された全オオムギ完
全長cDNA情報とそこから開発された
マイクロアレイ情報、発現解析情報を
公開している他、2種類の栽培オオム
ギゲノム情報に対応付けたデータをイ
ンターネットを介して提供している。

オオムギ完全長cDNA配列に関する機
能情報、発現情報、ゲノム上における
情報を総合的に提供している世界でも
唯一のデータベースである。

ゲノム情報や遺伝子発現
情報が世界中で更新され
ていく中、既存のデータ
ベースでは全てを収めるこ
とが難しい。完全長cDNA
をリソースとして配布する
ための情報基盤としても
データベースの維持と刷新
が望まれる。
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農林水産
省

ダイズゲノム統合
データベース
(DAIZUbase)（農研
機構次世代作物開
発研究センター）

国産ダイズ品種エンレイ
の全ゲノム配列、予測遺
伝子配列5万6千種類、
BACエンド配列9万2千種
類、SSRマーカー15万種
類から構成。Gbrowsに表
示機能のほか、BLASTに
よる配列検索、
UnifiedMapによるＳＳＲ
マーカーの連鎖地図表
示システムなど。

閲覧ページ数：
34774件

次世代ゲノム基盤プロジェクト「大豆及
び畑作物の有用遺伝子の同定とDNA
マーカーの開発」の「ダイズの収量構
成要素制御遺伝子の単離と機能解
明、育種的利用ならびにダイズ等のゲ
ノム研究基盤の整備と利用
(SFC1001)」の農水受託予算で運営
中。本プロジェクトで得られた国産ダイ
ズ品種に関する様々なゲノム情報を発
信している。非公開版では、公設試の
ダイズ育種関係者、大学のダイズ遺伝
学者から構成されるプロジェクト関係
者が最新の塩基配列データを利用で
きる仕組みを構築している。

主に塩基配列情報を扱っている。
GBrowsという世界標準だったゲノム情
報ブラウザで閲覧するが、既に別のブ
ラウザが主流になりつつああり乗り換
えが必要な状況。世界にはPhｙ
tozome,Soybaseというゲノム情報デー
タベースからダイズに関するゲノム情
報が入手可能であるが、本データベー
スは国産ダイズに特化している点で異
なる。

今後はユーザー層の広い
表現型情報をゲノム情報と
関連付ける解析などがゲノ
ム情報利用の幅を広げう
るが、計算資源が限られる
ため、慎重になっている。
データベースはこれまで農
水受託プロジェクトで維持
してきたが、本年度で終了
するなど、受託プロでは永
続性がない。現在、データ
ベースのどのような部分を
どのような資金で継続する
かを検討中。

農林水産
省

ダイズプロテオー
ムデータベース（農
研機構次世代作物
開発研究センター）

本年度（３月時点）
ダイズのタンパク質の情
報：時期特異的、器官特
異的、細胞内局在的に
44,704個のタンパク質

ダイズの44,704個
のタンパク質情
報。
ウエブ
（http://proteome
.dc.affrc.go.jp/So
ybean/）上で公開
しているため、民
間・大学・研究機
関の多数の植物
生理学者、生化
学・分子生物学
者等

本データベースからDAIZUbase
(http://daizu.dna.affrc.go.jp/)へのリン
クが図られている。
国際ヒトプロテオーム研究機構でのタ
ンパク質情報公開基準に従って、構築
している。
詳細は論文としても公表済みである
（doi.org/10.1016/j.jprot.2017.05.009）。
本公開データは、海外データベースか
らもリンクされている（PlantPReS;
www.proteome.ir）。

ダイズのゲノムデータベースとして
SoyBase、SoyDB、SoyTEdb等が公開
されているが、タンパク質のデータベー
スとしては、SoyProDB、SoyProLowの
みである。実験に基づいたタンパク質
情報としては、優位に立っている。

本データベースの安定・継
続性に関しては、組織的な
取り組みが必要となろう。
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農林水産
省

イネ放射線突然変
異体データベース
（農研機構次世代
作物開発研究セン
ター）

イネ突然変異系統の来
歴、形質と画像データ：
543件（平成29年11月時
点のWeb公開件数）

Webアクセス件
数：3494件

今まで放射線育種場で蓄積してきた変
異体及び今後誘発する変異体を紹介
し、これら変異体の解析および新品種
の育成に興味を持つ研究者に変異体
種子を提供する事を目的とする

世界中で、イネの突然変異データベー
スが多数あるが、そのうち、多数の系
統の特性評価や画像データを含めて
公開しているデータベースはわずかで
ある。

化学的突然変異原処理に
より誘発された一塩基置換
の変異と異なり、放射線照
射では、欠失、挿入、ゲノ
ム構造改変など多様な変
異が誘発され、他に代替で
きない変異源と考えられ
る。今年、アメリカではイネ
の中性子突然変異体の
1504系統の全ゲノムリシー
クエンスの結果に基づいた
データベースを公開し始
め、世界に注目されてい
る。本データベースのリ
ソースを活用させるため、
これら系統の全ゲノムレベ
ルの変異の解明を推進す
る必要がある。

農林水産
省

小麦ゲノム情報
データベース
(Komugi GSP)（農
研機構高度解析セ
ンター）

６B染色体配列情報(2
点)、遺伝子発現情報(2
点)（平成29年12月時点）

閲覧ページ数：
6160
件

国際コムギゲノム配列決定コンソーシ
アム(IWGSC)のメンバーとして、配列決
定を分担している6B染色体に関する
情報、及びコムギの次世代シーケンス
情報を提供している。

6B染色体の物理地図情報やそれに対
応する配列情報を現在整備している
が、これらのデータは世界の中で唯一
であり、且つ日本がIWGSCとコムギゲ
ノム研究において今後も連携を取って
いくうえでも重要である。

６B染色体情報に加えて、
近日中に公開が予定され
ているコムギ全ゲノム配列
情報を国内のコムギ育種
研究者に利活用してもらう
ため、アノテーション情報に
加えて、国内育種で利用可
能な種々のマーカー情報
等を独自で対応付けて、
データベースより逐次公開
していくための基盤として
維持していく必要がある。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

農林水産
省

イネ遺伝子発現
データベース
(TENOR)（農研機
構高度解析セン
ター）

69,779 転写産物につい
ての140の実験条件にお
ける遺伝子発現情報（平
成29年12月時点のWeb
公開件数）

閲覧ページ数は
イネアノテーショ
ンDB（RAP-DB）
と合算

様々な環境ストレスや植物ホルモン処
理条件下におけるイネの遺伝子発現
情報を整備し、データベースを構築し、
インターネットを通して発信している。

様々な実験条件下で統一的な基準で
取られたイネ遺伝子発現データベース
は世界でもわずかであり、特にRNA-
Seqデータにもとづく新規の転写産物
情報等も含めて公開している点は貴重
である。

様々な実験条件でとられた
RNA-Seqデータが世界中
で産出されつつあり、最新
のデータも取り入れて更新
していく必要がある。また、
イネゲノムアノテーション
データベースRAP-DBと相
互に連携することで、遺伝
子発現情報をユーザにとっ
てより役に立つ形で提供し
ていく必要がある。

農林水産
省

ビグナ属ゲノム
データベース
(VigGS)（農研機構
高度解析センター）

アズキのゲノム全塩基配
列及びアノテーション（平
成29年12月現在）

不明 ロングリード型の高速シーケンサーで
解読した高精度ゲノム配列を公開して
いる。

アズキのゲノム配列解読は他にも例が
あるが、本データが最も高精度。近縁
種を含めた比較による多様性解析に
拡張できるのが本DBの特徴である。

栽培種のみならず関連野
生種のゲノム配列も自ら解
読しているので、他にはな
いビグナ属の比較ゲノム
データベースとして国際的
な地位を確立していくため
に研究開発を継続してい
かなければならない。

農林水産
省

作物ゲノムアノ
テーションサービス
(MEGANTE)（農研
機構高度解析セン
ター）

提供可能データなし。（解
析サービスのため）

15659件のゲノム
アノテーションに
利用された。

穀類や果樹を中心とした31の生物種
のゲノムアノテーションに対応してい
る。

類似のWebサービスに比べて操作が
格段に簡単である。

高性能コンピュータが必要
であるため、その確保や維
持を継続していかなくては
ならない。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

農林水産
省

生体内低分子化合
物の立体構造デー
タベース (3DMET)
（農研機構高度解
析センター）

5920件（平成29年11月時
点のWeb公開件数、内部
的には約30000件あり平
成29年12月以後順次
Web掲載予定）

Webアクセス件
数：60291 pages

科研費(データベース公開促進費）にて
構築された研究用データベースであ
る。機能未知のタンパク質にリガンド推
定のために開発しており、立体構造の
精度を上げるためにマニュアルキュ
レーションを行っている。また、KEGG
COMPOUND等他の化学物質データ
ベースと相互リンクをとるなどの連携を
行っている。

世界中の化合物DBにおいて、立体構
造の精度を追求しているものは他にな
い（自動生成のDBは多数ある）。また、
天然物だけに特化して構造収集を行っ
ているところに本DBの特色がある。

本DBは科研費により（重点
データベースとして）サポー
トされてきたデータベース
であり、研究期間が今年で
終了することから次年度以
後の予算確保が最大の課
題である。
また、本来の目的であるタ
ンパク質の機能推定のみ
ならず、新規創薬の材料と
してデータ譲渡に関する問
い合わせが世界中から来
ている。バルクデータの譲
渡に関するポリシー・手順・
コンセンサスを早急に確立
する必要がある。

農林水産
省

遺伝資源データ
ベース（農研機構
遺伝資源センター）

植物遺伝資源来歴デー
タ：99707件、植物遺伝資
源特性評価データ：280
万件、微生物遺伝資源
来歴データ：26571件、動
物遺伝資源来歴データ：
1249件（平成29年11月時
点のWeb公開件数）
植物遺伝資源来歴デー
タ：99707件、植物遺伝資
源特性評価データ：280
万件、微生物遺伝資源
来歴データ：26571件、動
物遺伝資源来歴データ：
1249件（平成29年11月時
点のWeb公開件数）

Webアクセス件
数：2218524件

農業生物資源ジーンバンク事業にお
いて探索収集・導入、特性評価、保存
などから得られた知見をもとにデータ
ベースを構築し、インターネットを通し
て発信している。

世界のジーンバンクの中で、特性評価
や画像データを含めて公開システムを
構築しいるところはわずかであり、世界
をリードするデータベースの一つであ
る。

国内の育種関係者等が、
遺伝資源を速やかに利用
できるようにするため、他
機関と連携し、遺伝資源の
横断的なデータベースの
構築を推進する必要があ
る。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

農林水産省

EDITS-Cowpea
データベース等14
件（国際農林水産
業研究センター）

ササゲ遺伝資源、育種
系統、在来品種240系統
（2016年6月現在）の情報
等

ファイルダウン
ロード数：約9万
件

研究活動を通じて収集したデータ、情
報を研究者、生産者、消費者に提供

研究活動を通じて収集したオリジナル
のデータ、情報に基づくDBであり、国
際的にもユニークなDBである

プロジェクト研究の成果に
基づくDBであり、プロジェク
ト終了後のDB維持・管理
が課題である

農林水産省

ForestGEN
（国立研究開発法
人森林研究・整備
機構森林総合研究
所）

・ニセマツノザイセンチュ
ウ 遺伝子転写産物
（EST） 3193本

・マツノザイセンチュウ
遺伝子転写産物（EST）
13327本

・スギ 遺伝子転写産物
（EST） 55543本

・シイタケ 遺伝子
13089本
・シイタケ ゲノムコンティ
グ 33131本

・マツタケ 遺伝子
28202本
・マツタケ ゲノムコンティ
グ 277207本

総計32422件、内
訳：大学
（ac.jp)2425件
（7.5％）、政府系
機関(go.jp)3038
件（9.4％）、それ
以外の民間等
26959件（83.1％）

提供可能なデータを随時事追加する
予定である。ゲノムデータベースと遺
伝子転写産物（EST）データベースの
統合を行う予定である。スギのゲノム
配列の解読に着手している。ユーザ登
録などは不要で誰でもアクセスできる。
海外データベースとの連携は行ってい
ない。国際標準化の面での取り組みと
して、全てのシステムをオープンソース
ソフトウェアで構築している。「政府機
関の情報セキュリティ対策のための統
一規範」（平成26年5月19日付情報セ
キュリティ政策会議決定）に従い、第三
者機関のセキュリティ検査に合格して
いる。

森林総合研究所で研究対象とされた
森林生物の遺伝情報のデータを公開
している。日本固有種とされるスギの
遺伝情報は国際塩基配列データベー
ス（DDBJ, GenBank, ENA)を除くと
ForestGENが唯一のデータベースであ
る。DBの構築に使用されているシステ
ムはオープンソースとしてコミュニティ
で一般に使用されているシステムであ
るため標準化された一般的な機能を備
えている。

現在のForestGENは各生
物のcDNAのみ、またはゲ
ノムDNAのみのデータベー
スである。マーカー育種・
ゲノム編集等の新技術を
活用するためには、各森林
生物のゲノムDNAやcDNA
の解読を進め、マーカー情
報と統合したゲノムデータ
ベースへの拡張が重要。
そのための予算措置が必
要。



所管府省
ＤＢ名称

（ＤＢ運営機関）
整備状況

活用状況
(2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各データベースの概要

農林水産省
森林総合研究所木
材データベース

次に挙げる各標本のデ
ジタル画像を提供可能。
・約29000個体の樹木か
ら得られた木材標本と同
一個体のさく葉標本
・顕微鏡観察標本

標本数約1000点
およびデジタル
データ，民間2
割，大学・研究機
関等8割

国際木材解剖学者連合のHPにおい
て，各研究機関の木材標本データベー
スと相互リンク，ノースカロライナ州立
大学の木材識別データベースから画
像のアクセス可能

約29000個体の樹木から得られた木材
標本と同一個体のさく葉標本の実物と
顕微鏡観察標本のデジタル画像。オラ
ンダ，米国では10万点を超える標本を
有する研究機関もある。

独自に標本を収集しデータ
ベースを構築しているの
で、データの質は世界的に
も高い。デジタル化された
データを用いたＡＩ画像認
識による木材の樹種識別，
違法伐採された木材の識
別，国宝級の木彫像の非
破壊での樹種識別等に利
用できる。データの独自性
と信頼性が高く、上記のよ
うな識別技術の開発に国
際的な優位性を持つ。

農林水産省
オーミクス関係の
データベース

水産研究・教育機構での
データ取り扱い方針等を
検討中の段階

運用開始は平成30年度以降
論文で使用した塩基配列データは、
DDBJ等の国際データベースにも登録
して公開する。

機構内のみで保持する
データを有効利用すること
が重要



所管府省 運営機関（組織）
保存状況
種類・点数

活用状況
（2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

経済産業省
独立行政法人
製品評価技術基盤
機構

微生物
約９０，２７７株
（8月現在）

平成28年度の微
生物提供株数：
14,833株（民間：
約65%、大学、研
究機関等：約35%）

【微生物遺伝資源保存事業】
・微生物の総合的な保存機関であり、国内外
の様々な環境から新しい微生物の分離及
び、外部研究者からの譲渡・寄託により微生
物を収集し保存、提供している。
・企業に対してヒアリングや企業からの問合
せなどにより、ニーズの高い微生物の収集を
強化すると共に、地方自治体や企業との連
携を強化し保有微生物の産業化を支援して
いる。
・アジア7カ国とMOUを締結して海外微生物
を取得し、国内企業等にスクリーニング株と
して提供している。

欧米の主要な微生物保存機関
（米国ATCC ：約70,000、欧州を
代表するオランダCBS：約
100,000、ドイツDSMZ：が約
31,000）と比較しても、NITE は、
整備された微生物遺伝資源の
数において、世界有数の機関で
ある。

 NITE株利用者に対し
て、優先実施権を認め
る代わりに、
利用するNITE株の解
析データ提供を求める
スキームの構
築の検討

経済産業省

天然化合物ライブラ
リー

【次世代天然物化学
技術研究組合】
【一般社団法人バイ
オ産業情報化コン
ソーシアム】

微生物が産出す
る天然化合物は、
豊富な生物活性と
多様な構造を保
有しており、新規
医薬品候補化合
物として大きな魅
力がある。国内製
薬系企業が所有
している天然化合
物ライブラリー(約
20万サンプル）と
NEDOプロジェクト
等で取集した天然
化合物ライブラ
リー（約5万サンプ
ル）を統一的に保
管・管理している。

利用法人数
民間 ８社
アカデミア

１１機関

・製薬企業が保有する天然化合物ライブラ
リーは貴重な財産であり、従来は社内での利
用に限定されていたが、これらのライブラリー
を組合にて統一的に保管・管理することによ
り、他の企業及びアカデミアによる利用を可
能とし、貴重なライブラリーの有効活用を
図っている。
・製薬企業が保有する天然物ライブラリーを
アカデミアなどが利用する取り組みは、これ
までにも複数なされてきたが、ライブラリー提
供企業と利用企業とで技術研究組合を設立
して維持管理し、ライブラリーを組合員企業
やアカデミアが相互利用できるスキームを構
築したところに大きな特徴がある。

・我が国の製薬系等企業は、
National treasureとも呼ぶべき
世界一の天然化合物を生産す
る微生物ライブラリーを保有して
おり、天然物化学は日本独自の
優れた技術を有している。
・世界最大規模の天然化合物ラ
イブラリーであり、欧米ではこの
ような大規模な天然化合物ライ
ブラリーを保有していない。

・民間企業で天然物ラ
イブラリーの利用拡大
を図るには、ライブラ
リーの維持管理だけな
く、薬剤候補化合物の
スクリーニングからヒッ
ト化合物の単離精製ま
での一連の処理を行う
共同利用センターの設
置とそのセンターを運
用する優秀な技術者の
育成が課題である。

各生物資源（バイオ試料）の概要



所管府省 運営機関（組織）
保存状況
種類・点数

活用状況
（2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各生物資源（バイオ試料）の概要

文部科学
省

日本医療研究開
発機構（ナショナ
ルバイオリソース
プロジェクト）

動物11リソース
（保存数（例）
ショウジョウバ
エ：約6万系
統）、植物8リ
ソース（保存数
（例）イネ：約3万
系統）、微生物8
リソース（保存数
（例）酵母：約5
万株）、その他ヒ
ト由来試料3リ
ソースの計30リ
ソースを保存

約6,500名に提
供（うち、約1割
が企業等）

ライフサイエンス研究の基盤として不可
欠なバイオリソースについて、我が国で
開発されたリソースの散逸を防ぐととも
に、大学・研究機関等からのリソースへ
の効率的なアクセスができる環境を維持
するために、中核的拠点へ集約し、効率
的かつ適正に品質管理する体制を整
備。

欧米では古くからリソース拠
点の整備が行われており、ア
ジアにおいても中国などリ
ソース拠点の整備を進めて
いる。我が国においても平成
１４年度から本事業を開始
し、国として戦略的に整備す
るリソースとして、世界的に
活用されているリソースや我
が国の独自性を発揮する研
究等に活用される他に代え
がたい優位性を有するリソー
スについて整備を行ってい
る。
例えば、ショウジョウバエに
ついては、本事業による整備
と米国が世界的に主要な拠
点になっている。

・リソースの利活用
促進のための取組
の推進
・我が国で作製され
たリソースの寄託の
推進



所管府省 運営機関（組織）
保存状況
種類・点数

活用状況
（2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題

各生物資源（バイオ試料）の概要

文部科学省
理化学研究所
バイオリソースセン
ター

本年度10月末現
在の保存状況
実験動物（マウ
ス）8,268系統、実
験植物836,765系
統、細胞材料
13,313系統、遺伝
子材料3,805,518
系統、微生物材料
26,800系統

実験動物（マウ
ス）3,105件、実験
植物3,252件、細
胞材料4,349件、
遺伝子材料1,296
件、微生物材料
3,740件
提供先別の割合：
民間11％、大学・
研究機関等89％
なお、提供したリ
ソースを利用し
て、1,418報の学
術論文と297件の
特許が公開されて
いる。

寄託を促進するため、学術誌から成果発表
論文を抽出し、寄託願いを送付している。ま
た、提供を促進するため、新しい技術を用い
たリソースや汎用性の高いリソースを収集し
た際には、HP掲載、メールニュース配信や学
会等での広報による効果的な情報発信に取
り組んでいる。さらに、リソースの品質の信頼
性を高めるため、HP上で品質検査項目を開
示している。

国際連携に関しては、国際的なマウスリ
ソースセンターと連携して、世界中のマウス
リソースの情報を1カ所で閲覧・検索できる
One stop データサービスを運用し、日本で開
発されたマウスを世界へ発信するハブとなっ
ている他、国際マウス表現型解析コンソーシ
アムに日本唯一の機関として参画し、120万
件に及ぶマウス表現型解析データをRDF
データ（ウェブの国際標準規格に沿ったデー
タ）に変換してWeb上で公開・提供するなどの
取組みを行っている。

実験動植物個体から細胞、遺伝
子、微生物までを１つの組織内
で連携、集約して整備するリ
ソース機関は世界でも類がない
うえ、対象としている5種類のリ
ソースいずれもが、保存数にお
いて、世界3大拠点の１つに位
置している。

リソースの利活用の促
進が課題となっている
ことから、2017年度よ
り、社会・研究ニーズを
踏まえ、利活用に資す
る研究開発に着手する
予定。



所管府省 運営機関（組織）
保存状況
種類・点数

活用状況
（2016年度）

事業運営の特徴 国際比較 今後の課題
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文部科学省

理化学研究所
ラ イ フ サイ エンス
技術基盤研究セン
タ ー

本年度（ 12月現
在）

マウス生体 約
40, 000匹
マウス凍結胚
約2, 000, 000個
ラ ッ ト 約150匹
ゲッ コ ー約550匹
スンク ス約50匹
オポッ サム約200
匹
ト ゲマウス約20
匹

[ 理化学研究所神
戸事業所以外へ
の提供件数]
マウス生体135系
統、 マウス凍結
胚18系統 等
[ 提供先別の割
合]
マウス： 民間
2% 大学、 研究
機関 98%
[ 国内・ 海外別の
割合]
マウス（ 生体・
凍結胚合計） ：
78%国内 22%海
外

・ 最先端の遺伝子改変マウス作製の技術
開発研究と し て、 組織、 細胞、 細胞内小
器官、 そし て生体シグナリ ングの動態を
可視化する遺伝子改変マウスの開発を 進
めている。
・ 理研内はも と より 、 日本全国および近
隣アジア諸国のアカ デミ ッ ク 研究者と の
共同開発プロジェ ク ト と し て、 生命科学
の分野に広く 有用な遺伝子改変マウスの
開発を 行っ ている。
・ 近年はさ ら に新たなモデル動物（ ゲッ
コ ー、 スンク ス、 オポッ サム、 ト ゲマウ
ス） の開発も 進めている。
・ 実験動物の系統維持、 なら びに遺伝
学、 発生・ 生殖工学に関する技術開発、
技術支援、 動物実験施設運営を 通し て、
所内動物実験を 統合的にサポート するだ
けでなく 、 当施設で作出し た遺伝子改変
マウスを 中心と し た実験動物資源を 広く
国内外の研究コ ミ ュ ニティ ーに提供し て
いる。

本施設において保存、 維持し
ている遺伝子改変マウスを 中
心と する実験動物資源は現在
のと こ ろ 、 約2, 000系統程度
と なっ ている。 原則と し て、
本施設における系統保存、 分
与は本施設において新たに開
発し た系統、 および本施設に
て研究者が研究に使用し た系
統のみに絞っ て行っ ている。
従っ て、 広く 生物資源の保
存、 分与を 中心課題と し て
行っ ているいく つかの主要な
世界的大型生物資源拠点
（ RI KEN BRC,  JAX,  EMMA等）
と はやや性質を 異にし てい
る。 なお、 本施設で新規に開
発し た遺伝子改変マウス系統
は、 第一報論文発表後、 理化
学研究所・ BRCに寄託し 、 よ
り 広く 研究コ ミ ュ ニティ ーへ
の分与に供するための体制も
併せて確立し ている。

・ 先端的研究を 統合
的に支援する施設と
し て、 最低限の施
設、 設備維持等を 含
めた運営経費を 計画
的かつ可能な限り 定
常的に配分する原則
の確立、 徹底が不十
分なこ と 。

・ 特殊、 かつ高度な
技術に熟達・ 精通し
た研究・ 技術支援ス
タ ッ フ を 育成し 、 継
続的な雇用を 担保す
るための制度が十分
に定着し ていないこ
と 。
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農林水産省 農研機構

植物  225,811点
微生物 34,377点
動物     1,937点
DNA   744,016点

（2017年11月現
在）

【種類別点数】
植物   8,501点
微生物  774点
動物      74点
DNA      286点

【提供先別】
国・独法 27%
都道府県   3%
大学  48%
民間  10%
外国  13%

【サブバンクを組み込んだネットワーク体制】
遺伝資源センターをセンターバンクとして管
理・調整を行うのに加えて、全国の農研機構
内研究所、公設農試、大学、植物園等をサブ
バンクとする体制を取り、多様な遺伝資源を
保存している。

【海外遺伝資源に関する農水省委託プロの
実施】
平成26年から農水省委託プロPGRAsiaを受
託し、ベトナム・ライオス・カンボジア・ミヤン
マー・ネパールと共同で遺伝資源の探索、特
性調査等を実施し、海外植物遺伝資源の導
入を進めている。

【その他の世界の主要なジーン
バンク（植物）の保存点数】
アメリカ 51万点
中国 39万点
インド  37万点
ロシア 32万点
CGIAR    68万点
（参照：FAO世界植物遺伝資源
白書第２版（2010年））

【民間との連携】
国内種苗会社へ植物
遺伝資源を効率的に提
供するために、平成28
年から日本種苗協会と
の協定研究を開始し、
植物遺伝資源の特性
評価、増殖等を共同で
実施している。今後、民
間の要望をより反映す
るために、野菜遺伝資
源等の充実を図ると共
に、対象作物や調査形
質を拡大する必要があ
る。

農林水産省
（国研）国際農林水
産業研究センター
（JIRCAS）

・イネ(種子）
672系統(論文公
開材料）
1559アクセッショ
ン（遺伝資源）

・イネいもち病菌、
2525菌系(日本国
内外のものを含
む）

・イネ種子30点(ベ
トナム、バングラ
デシュ、フィリピン
の国立農業研究
機関）

・国際イネいもち病ネットワーク研究の活動を
通して、（１）アジア、アフリカのいもち病菌
レース分化の解明のためのいもち病菌菌系
の収集および評価、（２）選定菌系を用いたイ
ネ遺伝資源の抵抗性評価、（３）開発途上地
域の普及品種の抵抗性改善のための育種
素材の開発等の研究の過程で、いもち病菌
菌系、イネ遺伝資源、普及品種、普及品種に
新規抵抗性遺伝子導入した育種素材や雑種
集団のの相互交換を進めている。具体的に
は、国際稲研究所（IRRI), アフリカ稲センター
（AfricaRice), ベトナム、フィリピン、インドネシ
ア、バングラデシュ、ラオス、カンボジアなど
の国立農業研究機関との共同研究契約のも
とにこれら活動を行っている。

・イネ遺伝資源、育種材料の保
存としては大規模なものではな
い。

・イネいもち病菌菌系について
は、西、東アフリカ、東南アジ
ア、南アジアの一部および日本
等から広く収集された世界的に
も有数のコレクションである。こ
の規模を有するのはフランスの
CIRADとJIRCASだけと推定して
いる。

・プロジェクト研究とし
て、試料の保存、デー
タの収集や管理を進め
ているが、事業的な活
動でない。（遺伝資源
や育種素材の輸出入
への制限が増える状況
では、速やかに有用な
遺伝資源を確保してい
く必要がある。）一方
で、JIRCASでは単に試
料の収集・保存にとど
まらず、（１）熱帯・島嶼
研究拠点の亜熱帯環
境下でその利用にむけ
た研究を実施できるこ
と、（２）海外の研究機
関と共同して研究を進
められること、に優位性
がある。
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農林水産省
国立研究開発法人
森林研究・整備機構
森林総合研究所

微生物株約6000
株（ジーンバンク
事業として約900
株）

約20件（民間:研
究機関 5:5 ）

収集株の一部をジーンバンク事業として保
管、 HP上で情報開示。

東アジア産（主に国内）木材腐
朽菌については、国際的にも最
も収集数の多い機関の一つ。

マツノザイセンチュウ、
JIS規格木材腐朽菌
（腐朽力試験用）などに
ついては、標準的株の
配布を行なっている。

農林水産省
国立研究開発法人
森林研究・整備機構
森林総合研究所

植物（樹木）を
39,430点保存（平
成29年3月31日現
在）

・植物（樹木）を
768点配布
・提供先は、大学
と国及び地方の
研究機関が全て

・1985年に農林水産省ジーンバンク事業の
林木部門として発足
・事業の対象は、林業用樹木の品種改良の
材料や希少樹種等
・ユーザのニーズに対応するため、遺伝資源
配布の予約制度を導入
・海外の遺伝資源の収集や国際連携は行っ
ていない

海外の林木（林業用樹木）に特
化したジーンバンクに関する情
報はなく、世界の中の立ち位置
は不明

多様なユーザのニーズ
に対応するため、新た
な需要が期待できる樹
種についての取り組み
強化

農林水産省 水産研究･教育機構

配布対象種（H28
年度末時点）
微細藻類１７株
ワムシ４株
大型藻類３８株
微生物３１株

（H28.1.1～12.31）
微細藻類５７
ワムシ３３
微生物３
大型藻類１
これらの9割以上
は都道府県水産
関係機関への配
布となっている。

おもに、水産増養殖対象種の種苗生産に於
いて餌料研究用として活用されるほか、大
学・民間企業からの生物サンプルとしての配
布要望もあり。微細藻類やワムシについて
は、培養技術の研修等を実施。海外対応は
していない。概要は、機構ホームページに掲
載
http://nria.fra.affrc.go.jp/bank/index.html

国内水産業、特に都道
府県水試の種苗生産
事業への支援体制とし
て開始された事業であ
ると聞いている（旧水産
庁事業）。独法化後も
継続され、25年以上の
歴史がある。国際競争
的な対応は事実上おこ
なっていない。。

厚生労働省
国立高度専門医療
研究センター（NC）

2017年９月末時
点

【ヒト試料】
・DNA、血漿、血
漿等

約23万検体

2017年３月末時
点

NC外の共同研究
に対して、企業等
に約240件の検体
を提供。

・各NCは、病院と研究所を併設している特長
を活かし、がん、循環器病、精神・神経、成育
疾患、老年病等の疾患領域に対する研究開
発の推進に取り組む中、長期的かつ基盤的
な事業として、受診患者の組織（病変部位
等）などの臨床試料と電子カルテから抽出し
た精度の高い臨床情報を収集する、ナショナ
ル・バイオバンクを整備し、創薬（診断・治療
法開発）・個別化医療に実現に向けた研究に
活用している。

・特定の疾患試料を保有するナ
ショナル・バイオバンクは世界的
に見ても限定的である。

・医療実装に向けて、
企業等が真に求める情
報を提供できる体制を
構築する。


