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要旨
【はじめに】抗体はバイオ分野の実験において重要な研究ツールのひとつである．しかし，一つの抗原
に対して複数の抗体が作製，販売されていることも多く，研究者は抗体の選定や判断に困難をきたして
いる．そこで，論文内，特に英語論文からタンパク質に対する抗体情報を取得するための検索モデルを
作成し，モデルに基づいた抗体情報自動検索ツールを作成し，その性能を検証した．
【材料と方法】初めに英語論文の中から，抗原としてのタンパク質名および，製造会社が記載されてい
る語の出現位置をリスト化した．その後，製造会社の出現位置を限界点とする区間を設定し，その区間
を終点限界点に位置する会社のメタデータ空間と定め，メタデータ空間内にあるタンパク質名を抗原と
する抗体-製造会社の関係性を取得する抗体情報検索モデルを作成した．その後，UniProt1)のタンパク質
データベースを用い，自動的に抗原となるタンパク質を検索/検出し，製造会社と関連付け，リポジトリ
化する抗体情報自動検索ツールを作成し，その性能の検証を行った．
【結果】抗体情報検索モデルの検証を行ったところ，適合率 100%，再現率 99.0%，F 値 99.5%という結果
であった．次に，抗体情報検索ツールの性能の検証を行ったところ，適合率は 100%であったが，再現率
が 39.8%と大きく減少し，結果として F 値は 56.9%と著しい信頼度の低下が見られた．そこで，その原因
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を調査したところ，抗体情報が取得できなかった原因の 72．3％は，動物種が異なる同名タンパク質が
UniProt データベースに登録されていたため，タンパク質を特定できなかったものであった。そのため、
データベ。スを動物種別に再構築し，再度検証を行ったところ，再現率は 79．6%まで上昇し，F 値も 88．
6％という高い信頼率となった．
【考察】今回の抗体情報検索モデルについては F 値が 99.5%という高い信頼性を示したため，このモデル
は抗体情報取得に有効であると考えられた．また，抗体情報検索ツールでは，当初再現率が 39.8%と，著
しい低下がみられたが，動物種ごとにタンパク質データセットを編成し，再検証した結果，再現率が 79．
6%まで上昇し，F 値も 88．6％という信頼率まで改善された．また，再構築後の抗体情報検索ツールにつ
いて，論文別の信頼度調査を行ったところ，Ｆ値が 0.8 以上の論文が全体の 80.9%を占めたことから，本
研究で作成した抗体情報検索ツールは，研究者が抗体選定する際に有用であると考えられた．今後この
仕組みを改良/発展させることで、さらに多くの研究者に有用な抗体情報検索ツールを構築してゆきたい
と考えている．
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３．抗体精製会社が提示しているデータ（染色
画像など）

抗体は免疫蛍光法などによるタンパク質の細

４．過去の使用論文

胞，組織局在，ウエスタンブロッティングによる
検出，ELISA 法による定量，フローサイトメトリ

指標１，２については，経験則に基づくもので

ーによる細胞の分離，分析など，バイオ分野の研

あり，自身にその経験がなく，また身近に熟練者

究において最も重要な研究ツールのひとつである．

が不在の場合，指標になり得ない．また指標３に

現在，抗体は様々な会社や研究者が製造してい

ついては研究者にとって有用であるが，会社が提

るため，一つの抗原に対して複数の抗体が存在し

供するデータ通りの結果が得られるかどうか分か

ていることも多い．先に述べたように，抗体の品

らない．そこで，本研究では指標４として挙げら

質や性能は実験の根幹にかかわる重要項目であり，

れた抗体を使用した過去の英語論文に着目し，実

特に免疫蛍光染色においては抗原の検出の可否に

験等に使用された抗体ごとに製造会社名を自動的

よってはやり直しを余儀なくされてしまうことも

に抽出し，リポジトリ化することで，様々な研究

ある．また，抗体は高価であるため，数種類を試

者による抗体の使用実績が可視化され，それが抗

すことは経済的にも負担が大きい．これらの理由

体選定の指標となり得るのではないかと考えた．

から，研究者は時間をかけて抗体の選定を行うが，
期待通りの結果が得られないことも多い．
研究者が抗体を選定する際の指標には以下のも
のがあげられる．

英語論文内から抗体情報を検索する際、情報処
理分野の研究において，パターンマッチング，ベ
クトル空間を用いた検索モデル，検数理モデル化
など、様々な情報検索手法が提案されており，特
に，計算言語学分野の研究においてはシソーラス
2）

１．研究者自身の経験

に基づく単語間の意味関係の有無判定

，コーパ

２．熟練者のアドバイス

スにおける共起性に基づく語彙のクラスタリング

3）

など客観的で再現性のある手法が提案され，有

方法

用と考えられてきた．本研究における抗体検索に
着目した場合，検索空間が英語で記載された公開

１．抗体検索モデルの策定

論文，検索対象は抗体情報という限定的な資源に

言語学者の Zelling Harris は，文章内の単語

特化した情報検索ツールとなるため，客観的なモ

や形態素の違いはその分布は狭い範囲の時に相関

デルに比べ，信頼度の高い検索モデルが要求され

関係が見られることに言及している 4)．このこと

る．

は自然言語処理系における単語同士の繋がりの強

一般的に検索システムにおける信頼度の測定に

さは出現位置の距離が近いほど関係性が高いこと

は二つの指標が用いられている．一つは適応率

を示している．英語論文内における抗体の情報，

(precision)で正確性を表す指標として，以下の式

特に抗原とその製造会社の位置関係においてもそ

で表現される．

の傾向は顕著である(図 1)．

もう一つは，再現率(recall)で網羅性を表す指
標として，以下の式で表現される．
図1

タンパク質名と会社名の位置関係の例

1．参考文献 5)より引用，2．参考文献 6)より引用

さらに，英語構文の性質上，製造会社は抗体名
より後ろに存在することが多いと推測されること
から製造会社の出現する位置を限界点とする区間
適合率と再現率は一般的にトレードオフの関係

をメタデータ空間と定義し，終点限界点に位置す

にあり，この２つの値の相加平均を使用した F 値

る会社のメタデータがその区間内に存在している

(F-measure)を用いて最終的な信頼度を表す．

と仮定した（図 2）．

本研究においても，この３つの値を用いて抗体
情報検索モデル，抗体情報検索ツールの信頼度の
測定を行った．

図2

抗体情報検索モデル

まず，論文内から製造会社(製造者)，タンパク
質名の単語が出現する位置を取得し，リスト化し

検証２ではこの検索ツールの信頼性について調

た．これらをそれぞれ M-List ，P-List とする．

査を行った．また，本研究において検証に使用す

M-List[n] に 着 目 し た 場 合 ， 関 連 す る 抗 体 は

る論文については，BMC(National Center for

M-List[n-1]の出現位置[p]から M-List[n]の出現

Biotechnology Information)が提供している

位置[p]に存在すると考え，
この区間内にあるタン

PMC(旧 PubMed Central)7)の Open Access Subset

パク質名を M-List から抽出し，関連付けを行った．

内の論文の中から，抗体を使用している頻度が比
較的高く，引用頻度が高い 21 論文を選定し，その
中に記載されている 103 抗体の情報抽出について
検証を行った．
結果
検証１：検索モデルの信頼性

図3

M-List と P-List
今回策定した検索モデルの信頼性の結果は表 1

考察１では，この抗体検索モデルの信頼度につい

の通りであった．

て適合率，再現率，Ｆ値の検証を行った．
２．抗体情報検索ツール
策定された抗体情報検索モデルを基にして，実
際に複数の論文から自動的に抗体情報の抽出を行
うツールを作成した．このツールは，UniProt

表1

検索モデルの信頼性

Consortium が作成している UniProtKB のタンパク
質データベースから取得したタンパク質名データ

また，再現率が 1.0(100%)にならなかった原因を

セットを用い，複数の論文から，自動的にタンパ

調査したところ，実験プロトコル内の抗体情報に

ク質名と照合処理を行い，製造会社と関連付けを

会社名の記載がない論文が１件あることが確認

行うものである(図４)．

された．

図 4 抗体情報検索ツール

検証２：抗体取得ツールの信頼性

由を調査した結果，図 5 の通りとなった．

抗体情報検索ツールの信頼性の検証結果を表 2
に示す．

表 2 抗体取得ツールの信頼性
図5

抗体の未検出原因

適合率はモデルの信頼度と同様，1.0(100%)であ
ったが，再現性については 103 抗体のうち 41 抗体

「タンパク質名の重複」とは，UniProt データ

(39.8%)が検出されたのみであった．その原因を調

ベース内で該当するタンパク質名が複数存在して

査するため，論文単位で適合率，再現率を調査し

いたため，その特定ができなかったものを指す．

た（表 3）
．

例えば，Clathrin heavy chain という記載があっ
た場合，UniProt で検索するとタンパク質の ID と
して，P25870 (CLH_DICDI)，P22137 (CLH_YEAST)
などが検出され，タンパク質の特定が出来なかっ
た(図 6)．
「別名記載」とは UniProt データベース内に記
載されていたタンパク質名とは異なる文字列が
論文内に記載されていたものである．例えば，論
文内では AP50 となっているが，UniProt のタン
パク質名としては AP-50 と記載されていた．

表 3 論文別信頼度調査
その結果，論文によって，網羅率の指標となる
再現率の最高値(100%)と最低値(0%)の論文が多
くみられ、分散値が大きい結果となった．また，
再現率低下の直接原因となる未検出 62 抗体の理

図6

タンパク質名の重複

未検出原因の 75％を占めるタンパク質名の重
複の問題をさらに詳細に分析したところ，動物種

頼度の高いものであると考えられた．
また，検証 2 における抗体情報検索ツールの信

の違いによって引き起こされているものが多く

頼度は，適合率は抗体情報モデルと同様に 100%

存在しており，種を限定し，例えば，種をヒトだ

となったが，再現率は 39.8%と著しい低下がみら

けなどに限定すると単一になることが分かった．

れ，結果的に F 値も 56．9%となり，網羅性の低

そこで，UniProt データベースを動物種ごとに分

い結果が顕著に示された．

解/再構成したデータセットを用いて，ツールの

そこで，再現率の低下の直接原因となる未検出

改善を行った後，再度検証を行ったところ，再現

抗体の原因調査を行った結果，UniProt データ上

率が 79.6%まで改善され，それに伴いＦ値も

での異種動物で同名のタンパク質の存在による

88.6%と高信頼性を示す値となった(表 4)．

特定不可能なものが 75.8%を示しており，動物種
ごとに分解/ 再構成して，再度検証を行ったとこ
ろ F 値が 88.6%まで改善することが出来た．
また，再構築した抗体情報検索ツールの論文別の
信頼度調査を行ったところ，Ｆ値が 0.8 以上の論
文が全体の 80.9%を占めたことから，本研究で作

表4

改善後の信頼度

成した抗体情報検索ツールは，研究者が種を限定
した抗体選定する際に有用であると考えられた．

また，改善前と改善後の論文ごとの F 値の変化

このように，種を特定することで，例えばヒト

を調べたところ，0.8 以上である論文が 66.6%か

のタンパク質に対する抗体と製造会社については、

ら 80.9%へ増加した．(図 7)．

文献情報から検索できる仕組みを確立することが
出来た．この仕組みを利用することで，研究者は
容易に必要な抗体の情報を得ることが出来るよう
になるのではないかと考えている．
本研究では，抗体情報として，タンパク質と製
造会社という情報源だけに特定したモデルの策定
であるため，クローン番号やモノクローナル/ポリ
クローナルなど他の抗原情報については考慮され

図 7 改良によるＦ値の比較

ていない．また、検索ツールでは、製造会社を自
動取得する仕組みについては考慮されていない．

考察

これらの問題について，今後さらなる研究を行い、
この仕組みを改良，発展させることで，信頼度の

検証 1 の結果，F 値が 99．5%と高い信頼性が確

高い自動取得モデルの策定を行い、多くの研究者

認され，特に適合率については 100%というすべ

に有用な抗体情報検索ツールを構築してゆきたい

てが適合する結果となった．これは，製造会社メ

と考えている．

タデータ空間内に存在しているタンパク質名が，
すべて抗原情報であることを示しており，高い精
度で検索できることを示している．これらの結果
から，本研究で採用した抗体情報検索モデルは信
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