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はじめに
　カルチャーコレクションにおいて，情報システムが
果たす役割は大きい．適切に設計されたデータベース
がなければ微生物株の保存には混乱と非効率が付きま
とうし，ユーザビリティに優れたウェブカタログがな
ければ，せっかくの微生物株が広く利用されることも
望めないためである．農業生物資源ジーンバンクは国
内有数の規模のカルチャーコレクションとして植物病
原菌や食品微生物等の収集・評価・保存・配布に取り
組むと同時に，情報システムの高度化にも力を注いで
きた（山﨑・竹谷，2017）．本稿では，主に農業生物資
源ジーンバンク微生物部門のウェブシステムの高度化
について紹介する．

情報公開のための基盤整備
　世界微生物株保存連盟は，配布可能な微生物株のカ
タログを定期的に作成・更新することをガイドライン
に定めている（World Federation for Culture Collec-
tions, 2010）．カタログの更新頻度は無論高いに越した
ことはなく，カルチャーコレクションの情報公開はイ
ンターネットを通して行われるのが望ましいといえ
る．
　2004 年当時，農業生物資源ジーンバンクのウェブサ
イトはきわめて簡素なものであり，微生物に関する情
報公開は十分とはいえない状況であった．そこで，ま

ず微生物部門のウェブサイトを新規に立ち上げ（図
1），その後植物・動物部門を含めた統合的リニューア
ルにつなげていった．当時はまだいわゆる第一次ブラ
ウザ戦争の影響も残っており，同じ HTML で書かれ
たページがブラウザごとに全く異なったレイアウトで
表示されるということも珍しくなかった．そのため外
見上の体裁を最優先した非論理マークアップが横行す
る状況であったが，筆者は当時からワールド・ワイ
ド・ウェブ・コンソーシアム（https://www.w3.org/）
が勧告するウェブ標準を強く意識したコーディングを
行っていた．意味的に正しい HTML マークアップを
行い，構造とデザインを分離した開発を行うことは，
ウェブサイトの保守性とアクセシビリティを高めるだ
けでなく，コンピュータに文書構造を正しく理解さ
せ，後に新技術が生まれた際の採用を容易にすること
にもつながるため，2020 年現在においても第一に守
られるべき基本である．
　また，ウェブ検索システムの動作速度とセキュリ
ティの向上を目的として，農業生物資源ジーンバンク
ではウェブ用の非正規形のデータベースを構築した

（竹谷ら，2010）．データベース設計の基本は冗長性を
排除し，矛盾につながる依存関係を解消してデータ更
新時に不整合や喪失が起きないようにすることであ
り，そのためには適切な表分割を行う必要がある．し
かし正規化されたデータベースには情報を取り出すた
びにテーブルの結合や文字列の加工などの処理が必要
になるというデメリットもあるため，情報公開をもっ
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ぱらの目的としたシステムにおいては必要なデータの
みを加工済の形でもっていたほうが応答速度の観点か
らも有利である．1 つのデータベースサーバで情報の
管理と公開の両方を担う場合は，データ入力が行われ
るテーブルについては正規化の原則を遵守すべきであ
るが，別途検索・表示用のテーブルをマテリアライズ
ドビューなどで用意しておくなどの仕組みを検討する
価値がある．

ウェブカタログの改良
1）ユーザインターフェースの改善
　ウェブカタログにとって最も重要なのが引き出すこ
とのできる情報の質と量であることはいうまでもない
が，使いやすく動作が軽快であることもまた欠かせな
い要素である．初期のウェブカタログは検索結果を一
定件数ずつクリックして順に閲覧していく必要があ

り，そのたびにページ全体の再読み込みが行われるた
め，求める情報にたどり着くまでに多くの待ち時間が
発生していた．また，当時はまだタブブラウザや高解
像度のディスプレイの普及率が十分とはいえない状況
であったため，検索結果を残したまま詳細情報を表示
することが困難なケースもあった．これらの問題を解
消するため，2008 年のウェブカタログリニューアル
時には JavaScript を用いた非同期通信（Ajax）を活用
して，画面遷移の少ないユーザインターフェースを実
現した．Ajax は Google Maps の登場で一躍注目を集
め，その後急速に広まった技術であるが，カルチャー
コレクションのウェブカタログとしては筆者がいち早
く実装したと記憶している．現在ではごく一般的な機
能になっている学名等の自動補完機能も同時期にリ
リースし，利便性の向上と入力ミスによる機会損失の
軽減を実現した．また，ウェブブラウザ上ではなくデ
スクトップアプリケーションを用いて微生物株の選定
を行いたいというニーズにこたえるため，検索結果を
MS-Excel 形式でダウンロードできる機能や，配布手
続きをスピーディーに行えるようにするためのオンラ
イン配布申込システムなども順次開発していった．現
在のウェブカタログ（https://www.gene.affrc.go.jp/ 
?db_mc）の検索画面は図 2 に示すとおりである．

2）付随情報の充実
　ウェブカタログのリニューアルを行った後も，ユー
ザのニーズに応えるためにさまざまな情報の充実を
行ってきた．農業生物資源ジーンバンクは世界屈指の
植物遺伝資源の保存機関でもあり，また，日本植物病
理学会編集の日本植物病名目録を出典とした「日本植
物病名データベース」（佐藤ら，2009，2013）を開発
運用しているという特徴がある．その強みを生かすべ
く，Takeya et al.（2011）で植物病名によって微生物
と植物をつなぐ仕組みを作成した．ウェブカタログに
おいてもその微生物株が起こしうる植物病名を表示で
きるようにし，日本植物病名データベースを介して当
該病害に対する抵抗性を調査した植物遺伝資源を表示
できるようにもした．
　農業生物資源ジーンバンクはコレクションの学術的
信頼性を高めるために，保存株のいわゆるバーコード
領域について網羅的に塩基配列の決定を進め，その解
析結果に基づいて分類の検証と学名の更新を行ってき
た（澤田ら，2014；青木ら，2018）．これを受け，2011
年より塩基配列の表示や Multi-FASTA 形式での一括
ダウンロード機能を提供し，利用者が微生物株を選ぶ

図 1　2004年当時の農業生物資源ジーンバンク微生物部
門のウェブサイト．ウェブ標準に準拠した HTML と，
ブラウザ間の実装の差異を考慮した CSS によってコー
ディングを行った．このデザインは，2006 年 7 月に植
物・動物部門を含めた統合的なリニューアルを行うまで
使用された．
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うえで有用なデータを利用できるようにした．2020
月 8 末現在，公開中の塩基配列データは 18,929 株
30,974 点に達しており，およそ 65％の微生物株で塩基
配列データが利用できる．
　また，形態的特徴は多くの微生物株において重要な
要素の一つであるにもかかわらず，2016 年当時カル
チャーコレクションによる画像データの公開は十分で
あるとはいえない状況であった．そこで，定期検査や
塩基配列解析のための培養の際に記録してきた糸状
菌，卵菌等の画像をデータベース化し，微生物株の付

随情報としてウェブ上で閲覧可能にした．現在のウェ
ブカタログの詳細情報表示画面は図 3 に示すとおりで
ある．

画像データベースの開発
　微生物株の画像を公開して以降，Google や Yahoo!
といった検索エンジンの画像検索サービスを通しての
アクセスが確認されるようになった．そこで，画像の
ランディングコンテンツとしての可能性に着目して，
画像を中心としたデータベースを開発した（https://

図 2　2020年 8月現在の農業生物資源ジーンバンク微生物ウェブカタログ検索画面．学名や分離源，付
随情報の有無等を用いて検索し，条件に合致した微生物株の情報をページ内疑似ウィンドウまたは別ウィ
ンドウで確認したり，オンラインで配布申込を行ったりすることが可能である．検索にマッチした微生
物株のリストや塩基配列データの一括ダウンロード機能等も利用できる．
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www.gene.affrc.go.jp/?img_mc）．利用者は，たとえば
「ツルマメ　病斑」と検索することで，ツルマメから分
離された植物病原菌の病徴写真や顕微鏡写真，培養プ
レート上のコロニー写真などを一覧することができる

（図 4）．画像は拡大表示することが可能で，さらに当
該株のカタログページや，関連性の高い他の株の画像
を参照していくこともできる．このデータベースの公
開によって，形態的特徴から微生物株にアクセスする
ことができるようになった．画像データを蓄積してお
くことは配布前検査における培養結果の視覚的な確認
などコレクションの品質管理にも活用可能であり，微
生物株の利用者・保存管理者の双方にとって有意義で
ある（Yamasaki et al., 2019）．2020 月 8 末現在，公開
中の画像データは 10,691 株 25,314 点に達しており，
糸状菌においては 57％の株で 1 枚以上の画像を閲覧
できる．これらの付随データをもつ株数を微生物種類
ごとに表 1 に示す．

結　果
　2006 年度には約 10 万件だった月間アクセス数は，
微生物ウェブカタログを含む大規模なサイトリニュー
アルを行った 2008 年度には約 32 万件/月に急上昇し，

日本植物病名データベースを公開した 2009 年度には
約 46 万件/月，オンライン配布申し込みシステムの運
用を開始した 2010 年度には 65 万件/月に達した．そ
の後現在にいたるまで，アクセス数は同水準を維持し
ている．これと呼応するように，2003 年度までは年間
1,000 株以下であった配布実績も徐々に増加し，2009
年度に 1,500 株，2018 年度には 2,000 株を突破した．
アクセス数，配布数ともに多くの外的要因があるため
情報の高度化の貢献度合いを明確にすることは難しい
が，一つの推進力となっているということは可能であ
ろう．

今後の課題
　植物防疫や発酵食品などの研究の発展には，有用な
微生物資源とその情報を研究コミュニティのなかで共
有しておくことがきわめて重要である．微生物株保存
機関はそれぞれに特徴あるコレクションを形成してい
るため，今後は JSMRS 総合カタログなどを含む，複
数のコレクションを横断検索する仕組みとの連携も検
討していきたい．また，病原性や薬剤感受性といった
微生物株の特性情報を体系化し，検索しやすい形で公
開することは現時点での最重要の課題の一つであると

図 3　2020年 8月現在の農業生物資源ジーンバンク微生物ウェブカタログ詳細画面．来歴に関する情報
や適した培養条件，引き起こしうる植物病害，塩基配列，写真，文献などが閲覧できる．
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考えている．
　ほかにも，カルチャーコレクション自体の有用性を
どう広めていくかというテーマもある．農業生物資源
ジーンバンクの微生物関連ページへのアクセスを解析

すると，植物病害に関連した検索結果からたどり着い
たと思われるケースが多い．外部サイト経由の流入の
多くは公設試験研究機関等が運営する防除情報サイト
からによるものであるが，Wikipedia の病害ページや

図 4　微生物画像データベースのスクリーンショット
この検索例では「ツルマメ」かつ「病斑」に関連する微生物株の顕微鏡画像や培養プレートの写真，病
徴写真などを一覧し，リンク先で高解像度の画像や詳細情報などを閲覧することができる．

表 1　付随データを利用できる公開微生物株数（2020年 8月末日現在）

微生物種類 株数
付随データをもつ株数

文献情報 塩基配列 画像 植物病名
糸状菌 17,728 7,713 11,978 10,123 2,787
酵母 530 148 319 25 4
卵菌 1,170 642 1,150 496 200
細菌 8,404 5,191 4,921 5 2,354
放線菌 234 72 190 1 2
動物マイコプラズマ 123 59 0 0 0
リケッチア 3 0 0 0 0
植物ウイルス 423 361 371 40 154
ウイロイド 18 17 0 0 8
バクテリオファージ 56 56 0 1 0
昆虫・動物ウイルス 442 296 0 0 0
原虫 20 1 0 0 0
線虫 103 86 0 0 2
細胞性粘菌 4 4 0 0 0
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Yahoo! 知恵袋「園芸・ガーデニング」カテゴリや子供
向け検索エンジンからのアクセスもあり，専門家向け
だけではなく，幅広い層に訴えるコンテンツの充実が
潜在的な利用者層への広報効果のうえでも重要である
と考えられる（山﨑，2019）．利用者から直接寄せられ
る要望に応えていくのはもちろん，アクセス解析に
よって潜在的なニーズをくんだ研究開発を進めていく
必要がある．併せて，スマートフォンや高解像度モニ
タの普及によって多様化した利用者の閲覧環境に対応
できるレスポンシブなデザイン・ユーザインター
フェースを検討していく．

おわりに
　公開情報の充実や検索システムの使い勝手の向上な
どによって，より多くのユーザが目的の微生物株にた
どり着くことができるように努めてきたが，本稿に記
した内容は今となってはすでに陳腐化した技術・アイ
ディアも多い．今後も情報システムの高度化を続け，
カルチャーコレクションの情報管理・発信のあり方を
模索していく所存である．
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