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要　　皆

【はじめに】抗体はバイオ欝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，～

つの誠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，礪究者は抗体の選定や判断

に銅難をきたしている，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精報を取得

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，抗漂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幌界点とする区聞を

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，メタデータ空蘭内に

あるタンパク質名を抗原とする抗体一製造会社の醐係性を取得する抗体情報検索モデルを作成

した，その後UniPmぴのタンパク質データベースを雨い，磨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，

　1結果】抗体情報検索モデルの検証を行ったところ夢適督率甜0％繋再現慕鯨。⑪％，欝纏

9鷲％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，障現率が39．8％と大きく減少し，縞果としてF値は5翻％と著しい摺頼度

の低下が晃られた．そこで，その原因を調査したところ，抗体情報が取得できなかった原撫の
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75，8％は，動物種が異なる同名タンパク質がUniP誠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

度検誕を行ったところ，再現率は79．6％まで上舞し，F値も＄＆6％という高い信頼率となった．

拷察］今翻の抗体情報検索モデルについてはF纏が蛆．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膚効であると考えられた．また，蕎体糟報検索ツールでは，当初再

現率が39。8％と，著しい紙下がみられたが，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，蒋現率が79。6％までヒ昇し，F値も8＆6％という信頼率まで改善された．ま

た，再構築緩の抗体情報検索ツールについて，論文別の億頼度調査を行ったところ，F騰がOB

以まこの論文が癒体の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．今後この仕継みを改良／発展させることで，さ

らに多くの研究沓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．

キーワード：抗体，情報検索，バイオインフォマティクス

はじめに

　抗体は免疫蛍光法などによるタンパク質の細

胞，組織局在，ウエスタンブロッティングによる

検出，EUSA法による定量，フローサイトメトリ

ーによる細胞の分離，分析など，バイオ分野の研

究において酸も重要な研究ツールのひとつであ
る．

　現在，抗体は様々な会社や研究者が製造してい

るため，一一つの抗原に対して複数の號体が存在し

ていることも多い．先に述べたように，抗体の品

質や性能は実験の根幹にかかわる重要項目であ

り，特に免疫蛍光染色においては抗原の検撚の可

否によってはやり癒しを余儀なくされてしまうこ

ともある．また，抗体は高緬であるため，数種類

を試すことは経済的にも負担が大ぎい．これらの

理慮から，研究欝は時潤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，

1，研究者自身の経験

2，熟練賓のアドバイヌ

3，抗体精製会社が提示しているデータ（染色

　　画像など）

4．過去の使購論文

　指標1，2については，経験則に基づくものであ

り，自身にその経験がなく，また身近に熱練者が

不在の場合，指標になり得ない．また指標3につ

いては研究奮にとって有用であるが，会柱が提供

するデータ通りの結果が得られるかどうか分から

ない．そこで，本研究では指標4として挙げられ

た抗体を使購した過去の英諮論文に着目し，実験

等に使用された抗体ごとに製造会社名を自動的に

抽出し，リポジトリ化することで，様々な研究者

による抗体の使用実績が可視化され，それが抗体

選定の指標となり得るのではないかと考えた．

　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

クトル空間を罵いた検索モデル，数理モデル化な

ど，様々な情報検索手法が提案されておめ，特に，

計算書語学分野の研究においてはシソーラスに基

づく単語間の意昧関係の有無判定2），灘一パスに

おける共起性に基づく語彙のクラス潔リング3）

など客観的で再現性のある手法が提案され，有用

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論

文，検索対象は抗体情報という限定釣な資源に特

化した情報検索ツールとなるため，客観的なモデ

ルに説べ，信頼度の高い検索モデルが要求される．

　一般的に検索システムにおける儒頼度の測定に

は二つの指標が用いられている．　一つは適応率

（pred蜘n）で正確性を表す指標として，以下の
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式で表現される．

、ρ陀田編oロ＝駕ぷV

酷適合検素講数【癬しく検素されたデータの纏数）

掴：雛索織畢難1繊索され忙すべてのヂータの轡数）

　もう一つは。再現率（琵c却）で網羅牲を表す

指標として，以下の式で表現される．

tm導n磁o磁部姑c－Myc節楠odyl⑳mu霧，　s嬉mal

　　　　　　　蓼ンパク質名　　　　　　　　　襲造童穀老

是A閣一』垣潮轟隣i酢義b愉陣iyclo曲1鯨曲繊dy

　　　　タンぷ諏難犠

　w酷f憩mSan憩口堀

襲造会社名

譜躍∬薫R／宕

R：適金験索語数ζ蓬しく検繋されたデータの欄数）

む：貰三解験索数《正しく柚紫されるべきデータの総数）

　図董　タンパク質名と会社名の位置開係の例

覧，参考文献5）より引鷹2．参考文献鋤より引用

と仮定した（図2）．

　適合率と再現率は一般的にトレードオフの関係

にあり，この2つの纏の相加平均を使欝したF糖

（F－m識鋸鐙）を講いて叢終的な信頼度を蜜す．

戸噛囎ぷ醐冶＝

忍・抑閲嬬誠擁・れ脚認

賀閲繊瓢o冑＋推躍遅

顯灘曳懸 註鏡趣鐙

製造会社Bのメタデータ墾間

鍵造会継A 製造会社■

　本研究においても，この3つの纏を用いて抗体

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，

方 法

］。抗体検索モデルの策定

　言語学者のZ舷』目ng　Ha㎡sは，文章内の単語や

形態素の違いはその分布は狭い範囲の時に相関閨

孫が見られることにぎ及している4）．このことは

自然霞語処理系における単語同士の繋がりの強さ

は虚現位置の距離が近いぼど関係性が高いことを

示している．英語論文内における抗体の惜報特

に抗原とその製造会社の位置関係においてもモの

傾淘は顕著である（図1）．

　さらに，英語構文の牲質上，製造会杜は抗体名

より後ろに存荘することが多いと推測されること

から製造会熟の出現する位置を隈界点とする区問

をメタデーぎ空間と定義し，終点隈界点に位置す

る会社のメタデータがその区間内に存在している

図露　抗体情報検索モデル

　まず，論文内から製巡会社（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

た．これらをそれぞれM一鳳st，　P－Listとする．

M－List回に着目した場合，関連する抗体は

M－List［n－1］の出現位置綱からM己▲st団の出

現位置囹に存在すると考え。この区間内にある

タンパク質名をM鴫istから抽出し，関連付けを

行った．

図菖　M－Li就とP－Li就

　考察1では，この抗鉢検索モデルの儒頼度につ

いて適督率，再環率寸F値の検証を行った．
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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鵠を行

うツールを作成した．このツールは，UniPr砿

C⑪n額就iumが作成しているU正P鱒tKBの蘇ンパ

ク質データベースから取得したタンパク質名デー

タセットを用い，複数の論文から，日動的にタン

パク質名と照合処理を行い，製造会社と関連付け

を行うものである（図遷）。

当ンパタ質堪

デー吉ベース

製造嚢縫
デー亨ペース

抗鯵欝報
撲素ツール

灘薩　抗体雛報検雲ツール

抗檸構報
デー撫ペース

　検証2ではこの検索ツールの信頼性について調

査を行った，また，本研究において検証に使用す

る論文については，BMC（N就ion司C雌撚for

議o忙面nolo菖y証加rmati斑）が提供している

PMC｛纏P藺M磁C礁tra］）7）の0獅n　Access

Subs磁内の論文の中から，抗体を使講している頻

度が此較的高く，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

　今回策定した検索モデルの信頼性の結果は衰1

の通りであった．

蓑1　検索モデルの信頼性

適奮率

o脚蠕i鋼

再現率

i鐙難1

　　唯
撃e楢蠕紺僧｝

1．00 0．99 0，995

　また，再現率が1．0ω0％）にならなかった原

因を調査したところ，実験プロトコル内の抗体情

報に会社名の記載がない論文が1件あることが確

認された．

検証21抗体取得ツールの信頼性

　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

適合率

op陀dsi疏

再現率
o羅田1目

　　　殖

gme≡re｝

1．00 0，398 0，569

　適督率はモデルの儒頼度と岡様』．0｛民0％）

であったが，再現性については103抗体のうち41

抗体（39。8％）が検出されたのみであった．モの

原因を調査するため，論文単位で遍曇率，再現率

を調査した（褻3）．

表3　論文蘭儒頼度調査

論文3 灘諸皐

P声翻司
再親皐

ｫ翫訓

　　　F髄

ﾏ噺囎領斑）

A 1灘o⑪ 工灘白難 驚Do〔｝

慧 1趨口口 生口◎轡 蓮口口白

c 1斑泊 ‡．◎白◎ 蓮。o⑪o

D 1口ロロ 土灘奪攣 瓢ooo

E 1ぷ泊 甑7灘 息雛丁

F 苫Uo口 o焉雛［｝ ｛〕コ5◎

G 10癒o ｛》．5爆5 口．澄2

糾 190◎ ぴ500 o万67

1。ooo 江500 江667

」 1。ooo o．鳳29 口．懸oo

K 1灘口o o。ヨ轡8 o講71

L 1，口oo 口，2B5 oメ纏4

M 1．ooo oユ踵 灘．ヨ64

N 凹
自 o

◎ 桜 o ◎

P 敵
θ 白

ぱ 巴 o o

R ⊆
白 口

s 弁
口 登

T w
口 口

u M o o

金体燃 叢．D口 息鱒騒 o灘6．∋
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　その結果，論文によって，網羅率の指標となる

再現率の鍛高値⑳⑪％）と最低値（0％）の論

文が多くみられ，分散癒が大きい結果となった．

また，再現率低下の直接原購となる来検幽62抗

体の理由を調査した結果，図きの通りとなった．

図5　抗体の来検畠原羅

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AP5⑪となっているが，　UniPrぱのぷンパ

ク質名としてはAP－5⑪と記載されていた．

　来検幽原因の驚％を占めるタンパク質名の重

複の閥題をさらに詳細に分析したところ，動物種

の違いによって引き起こされているものが多く存

在しており，種を隈定し，例えば，種をヒトだけ

などに隈定すると単一になることが分かった。そ

こで，UniP蹴データベーヌを動物種ごとに分解／

再構成したデータセットを用いて，ツー一ルの改善

を行った後，再度検証を行ったところ，再現率が

79。6％まで改善され，それに伴いF値も88。6％と

高信頼性を示す臆となった（表4）、

　「タンパク質名の重複」とは，U雄野ofデー撰ベー

ス内で該当するタンパタ質名が複数存聡していた

ため，その特定ができなかったものを指す，例え

ば，悶at撞n焼鯉y曲a垣という記載があった場舎，

Uni悟砿で検索するとぎンパク質のIDとして，

P蕊870　｛CL慧＿DICDI），麗田37　（CLH＿YEAST）

などが検撫され，潔ンパク質の特定が出来なかっ

た（図6）．

鱗酷h撫h題v∨由a悟

亡雛隷inh歴w麟田n

灘6　タンパタ質名の戴複

「甥名記載］とはU雄p斑tデータベース内に認

表4　改善後の僑頼痩

適合率

P購ci蜘擁

霧現率
o蹴隷恥

　　噸
oF燃錨聾惜1

1．00 0，796 0，886

　また，改善前と改善後の論文ごとのF簸の変化

を調べたところ，◎．8以上である論文が66．6％か

ら80U％へ増加した，｛図の．

噌■騰糊■■■
　　　　㎡／∵．　　早　　、『　　　　　　　　i

聴判翻■■■■■■

o％ 蒙o護　　　　畷淵鷲　　　　6口懸　　　　愚o品　　　　鴎難o％

繍糠語i℃駄白　　§歎口欝培℃灘ll畷｝題　　懸o騒く⇒就翻く1．口　　羅騰磁II鴬霊灘

翻7　改鶴によるF纏の比較

考 察

　検証1の結果，F纏が鮒。5％と高い信頼牲が確

認され，特に適合率については100％というすべ

てが適合する結果となった．これは，製造会社メ
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タデーぷ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

頼度の高いものであると考えられた．

　また，検頴2における抗体情報検索ツールの信

頼度は，適合率は抗体構報モデルと嗣様に甜0％

となったが，霧現率は甜．8％と著しい低下がみら

れ，結渠的にF値も5鎗％となり，網羅性の低い

結果が顕著に示された，

　そこで，再現率の低下の直接原因となる未検出

抗体の原瞬調査を折った結果，UniPr碗データ上

での異種動物で1司名のタンパク質の存在による特

定不可能なものが龍8％をボしており，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8＆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劉

の信頼度調査を行ったところ，F値がα8以上の

論文が癒体の8⑪．9％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．

　このように，種を特定することで，例えばヒト

のタンパク質に対する抗体と製造会社について

は，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．この杜組みを利用することで，研究

蒜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，弾ンパク質と製

造会社という傭報源だけに特定したモデルの策定

であるため，ク惚一ン番冒やモノク鷺一ナル／ポ

リクローナルなど他の抗原情報については考慮さ

れていない，また，検索ツづレでは，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．これらの剖題について，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，僑

頼度の高い日動取得モデルの策定を行い，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．

結 論

　本研究で提案した抗体検索モデルおよび研究ツ

ールは，動物種を特定することで，高い信頼度を

もって，抗体情報の抽出および検索ができること

を示せた．このび綴みを利用することで，研究者

は今まで以上に容易に抗体情報を取得することが

出来，抗体選定に蒋用なツールになり得るのでは

ないかと考えている．

　今後は，より多くの論文から抗体情報を取得し，

リポジトリ化することで，様々な抗体情報の分析

ができ，研究者にとって必要な抗体情報を提供で

きると考えている．
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