
生存圏分野 
(Sustainable Development Goals の解決研究) 

• Linked Open Data (LOD)としてオープンサイエンス
基盤としての機能を提供 

• 機械可読な知識データとして人工知能からの利
用にも対応可能

他DBのデータを統合表示 

メタデータを知識としてデータベース化

データ数(2017年9月) 
アクセス数(2016年実績)

理研データベース電話帳 

理研が公開しているデータベースのリスト 
4省統合データベース“Integbio” に準拠 
さらに“W3C Database Description: HCLS Community Profile”
にも準拠し、世界標準のカタログデータを提供 

データ統合閲覧機能 

SPARQL query editor 

表形式ビュー 

DB 名 URL 説明 

生物種、データ種等 

メタデータURI
メタデータ公開

 理研の多様な生命科学系データの公開、データ解析を促進 

カード形式ビュー

76 分野を超えたデータ駆動型研究を支えるメタデータ利活用基盤 

理研の各センターは先進的な個別データベースを構築、公開している 

オントロジーを使ってメタデータを作成、データ統合

オントロジー
(標準語彙集)

研究分野を超えて、Web上でグローバルなデータ統合を実現 

公開データ 

生物学者 

情報学者 

データ 
編纂者 

メタデータ作成 オントロジ専門家

26の公共オントロジー を参照した 
理研の 62 DBs と外部由来の51 DBを
公開 (総計135 DBを公開) 
・RIKEN Database Directory

哺乳類 
・FANTOM5 SSTAR
・FANTOM4
・Metadata of BRC mouse resources
and phenotypes
・Metadata of BRC cell resources
・NBRP Medaka Phenotype Metadata
・Metadata of NBRP Rat
・IMPC_RDF
・RDF of MGI data
・NIG Zebrafish(beta)

植物 
・FOX Hunting
・RIKEN Arabidopsis
Activation tagging line
・The Rice Gene From RAP-DB
・RIKEN Phenome Integration of
Arabidopsis mutants
・RIKEN RARGE Promoter
・Gramene O.sativa GO Annotation
[Data]
・RIKEN RARGE Transposon Mutant
・RIKEN RAFL cDNA
・RIKEN Arabidopsis Phenome
Information Database
・RIKEN RARGE Alternative Splicing
・ARTADE2 predicted gene model

タンパク質
・RIKEN Protein Database
・RIKEN Harima Heavy-atom Database
・Bacpedia (Riken Harima SPring8
-Center)
・Pfam
・Protein Data Bank

その他 
・Metadata of JCM resources
・Metadata of quantitative data and
datasets of microscopy images
provided from SSBD database
・SSBC (Systems and Structural Biology
Center)
・RAPID: Resource of Primary
Immunodeficiency Diseases

 オントロジー（標準語彙）
・Chemical Entities of Biological Interest
・Cell Ontology
・Gene Ontology (GO)
・Mouse Adult Gross Anatomy (MA)
・Mammalian Phenotype (MP)
・NCBI Organismal Classification
(NCBITaxon)
・Phenotypic Quality (PATO)
・OBO-relation ontology (RO)
・Semanticscience Integrated Ontology
・Uber Anatomy Ontology (UBERON)

ACCC 

世界標準技術 

• データ解析結果の解釈
• メタデータ自身も解析して
知識の抽出や推論に活用

• 知識を継続的に蓄積して
研究分野の高度化を促進

データ解析、解釈 

ダウンロードビュー 

日本発の実験動物表現型 

データを種横断的に統合 

国際マウス表現型 
コンソーシアム

顕微鏡画像等の画像や
実験条件等を統合し公開
するためのオントロジー 

Open Microscopy Environment 

顕微鏡画像DB 

データ作成が 

容易なスプレッド
シートを採用

高々2台の仮想計算機で稼働 
プライベート、分散配備も可能 

小林 紀郎 1) 2) 3), 久米 慧嗣 2) 4) 5), 桝屋 啓志 1) 3) 
1)情報基盤センター    2) CLST-JEOL連携センター
3)バイオリソースセンター 4)ライフサイエンス技術基盤研究センター
5)健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

DB数 135 

オントロジー数 26 

クラス数 2,238 

データ項数 31,808,156 

トリプル数 161,157,663 

プロパティ数 1,271 

月間ユーザ数 2,571 

月間アクセス数 168,044 

AI 

異常細胞発見！ 

電顕 & AI で診断を超加速 

参照 

ヘルスケア分野
(電顕による細胞診) 

メタデータでつながる工学研究

フィジカル・ワールド サイバー・スペースサイバー・フィジカル融合

モデル構築

バイオマス利活用技
術の介在とそのシミュ
レーション

環境資源循環の
人類社会資源循
環への再結合と
制御 

正確な診断 ・最適な投薬 

データベース構築 

•メタデータ技術で機械可読な
データに変換し蓄積

•計測データのビッグデータ化

DB 

和光キャンパスに適切な
複数の生態系再接続シ
ナリオを導出

・バイオマス量の重量ベースでの計測
・溶存イオン・元素の計測
・生物プロセスの推定、リスト化
・変換・集積効率の数値化

モデルフィールド：理研和光キャンパス
・天然資源   ・人工マテリアルフロー

データ同化 

材料・計測分野 
(データ駆動ものづくり, IoT工場の実現) 
材料属性、計測技術、解析手法
を融合。切削、プレス、3D 
Printingの過程をデータ同化、
データベース化し公開する。 

モノ
から
のIoT

モノへ
のIoT

モノ
から
のIoT

IoT 

マルチ加工
データーベース 

マルチ材料データ

マルチシミュレーション

加工過程 
マルチデータ取得

非鉄金属 

光音響 切削加工機 

中性子 

データ同化 

プレス
加工機 

金属版3D
プリンタ 

バイオ材料 

Webでものづくり 
技術を公開 

モノ

データ 
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