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Abstract: In this study, we built an ontology for a biological phenomenon, programed cell death.
In our ontology, each biological event in the phenomenon is composed of chain reactions containing
biopolymers as minimal components. Therefore, we identified chain reactions and causality between
events. We also classified functions that biopolymer interactions offer into two types. One of the
types is defined as an elementary function which is composed of biopolymers, and the other as a
mechanical function which is composed of elementary functions.
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はじめに

近年の生物学や生命科学では計算機による大規模な
情報処理が行われているが，研究者の長年の経験や直
感からその膨大な知識を活用する事は不可能である．ま
た，生命現象理解の為には，反応間の相互関係を明ら
かにし，システムとしての生命を把握する必要があり，
シミュレーションは欠かせない．したがって，膨大な
知識の蓄積及び迅速な検索と，その知識を効率的にシ
ミュレーションへ活かす事が求められている．
生命現象は個々の生体のばらつきに加えて一般の物
理現象と比べてより複雑な要因に支配され，定量的な
表現に限界がある [小山 89]．そのため文献には自然言
語や図などの定性的な知識が多く蓄積される．シミュ
レーション構築の際には，このような定性的なデータを
計算機上への表現する方法の枠組みが必要となる．こ
の枠組みは人間と計算機間での理解共有を目指すオン
トロジー技術の適用によって提供される．また，オン
トロジーによる知識整備により，知識が表す内容が明
確化され，他の現象を取り上げる際にもそれらの知識
の検証・理解が容易になる．特に，同じような反応が
多数出現する生命体においては，それまでに構築して
きたオントロジーを再利用しやすく，様々な現象に応
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用可能と考えられる．
この技術を生物学的分野へ生かし，新たな知見を得
ようとするには，未知ではあるが存在が予測されてい
る曖昧な概念や概念間の関係をオントロジー記述の中
に含ませる必要がある．これにより，不明確な概念を
存在が既に証明されている他の概念との関わりから明
らかにする探索的手法に基づくシミュレーションの構
築が実現されると考えられる．
そこで本論文では，不確定な概念の記述へ向けた機
能に着目したデバイスオントロジーについて説明した
上で，オントロジーにおいて分子の動きを独立したイ
ンスタンスとして記述し，それらを複合する事により
経路や系を動的に生成するための機能の分類について
述べる．
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細胞死研究の現状

細胞死研究においては長年，細胞死の分類は能動的
細胞死（プログラム細胞死）としてのアポトーシスと，
ネクローシス（壊死）の 2 種類とされてきた．しかし
ながら，アポトーシスとプログラム細胞死を同義とす
る定義を誤りとし, プログラム細胞死の多様性を示唆す
る研究結果が報告されている．現在では，プログラム
細胞死としてのタイプ 1 細胞死（アポトーシス）とタ
イプ 2 細胞死（オートファジーを伴う細胞死），およ
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びネクローシスの 3 分類が広く認識されているが，新
たにタイプ 3 細胞死の存在も示唆されている．
タイプ 3 細胞死は，リソソーム系以外の細胞内小器官
空砲化を伴う細胞死を指し，形態的にネクローシスと似
ている事から，ネクローシスとして扱われる事も多い．
このタイプの細胞死は長年にわたり見た目で判断が容
図 1: デバイスオントロジー概略図
易なアポトーシスとネクローシスの 2 分類で細胞死が
認識されていた事から研究が進んでこなかった．そのた
め，カスパーゼに依存しないタイプ 3 のような非アポ
3.1 デバイスオントロジー概要
トーシス性細胞死に関しては特徴は明らかとなってい
デバイスオントロジーは対象領域を捉える際の視点提
るものの実行・制御因子は未解明のままである．研究の
供のための「機能」に着目し構築され，所望の出力を得
発展には，分子機構の解明が必須となるが，非アポトー
るために中心的な役割を果たす動作主となるべき「何か」
シス研究においては遺伝子改変マウスの開発も遅れて
（Agent と呼ぶ）とそれに処理される「何か」（Object
いる事から，新たな手法を取り入れた研究が望まれてい
と呼ぶ）が存在する [來村 02]．基本概念には，対象と
る．タイプ 3 細胞死の例として星野らによって発見され
する世界においてそれらが果たす役割（ロール）が与
た TRIAD（transcriptional repression-induced atypiえられる．役割には，装置 (Device)・対象物 (Object)・
cal cell death）が挙げられる [Hoshino 06] ．TRIAD
導管 (Conduit)・媒体 (Medium)・振る舞い (Behavior)
が起きる際にはこの箇所に特徴的なタンパク質である
があり，個々の基本概念は，いずれかの機能概念に属
YAPdeltaC が発現している事が明らかとなっている．
する．対象物は，装置の間を「流れる」ものを認識さ
他にも，細胞内小胞の形成を伴う非アポトーシス性細
れ，装置は対象物に対して「働きかける（作用する）」
胞死は報告されているが，詳細な分子機構あるいはタイ
という役割を果たす [來村 02]．対象物は，装置からの
プ 2 細胞死との関連については明らかとなっていない．
働きかけにより，属性を変化させる．オントロジー内
このように，細胞死の分類については研究者間の完
においては，対象物の入力時における状態と出力時に
全な一致は得られておらず，未解明な部分が多く残さ
おける状態の記述により反応の前後の状態が表現され
れている．細胞死の分子機構を明らかにするためには，
る（図 1）．振る舞いは，B0 的振る舞い（主体の作用に
存在が予測されるが不明確な分子やその動きの特定が
よる対象物の時間的変化を表す）
・B1 的振る舞い（主
必要となる．
体の作用による対象物の時間的・位置的変化を表す）
・
B2 的振る舞い（主体内部の時間的変化を表す）
・B3 的
3 デバイスオントロジーによる記述 振る舞い（同じレベルの主体への作用）の 4 種類が考
えられるが，デバイスオントロジーにおいては，これ
らを B1 的振る舞いに統一する．これにより，主体（装
細胞死が起きるメカニズムを知るには，既知の現象
置）の作用と，それを受けた対象物の入出力の状態が
が起きている箇所に存在するタンパク質分子の同定が
明示化される．
必要となる．[Hoshino 06] でも示されているように，細
胞死に関わる不確定要素は既知のタンパク質分子と関
連するものである事が予測されるが，同様の分子であっ
3.2 生物学的分野への適用例
ても，環境や存在する細胞に依存して異なる挙動を示
す場合も多い．また，分子の挙動は現象や機能などの
[高井 05] では，生物の機能が複数の反応の連鎖で達
よりマクロな階層との関連から捉えられるようになる
成される事から，機能を達成するための連鎖反応と遺伝
必要があるが．これは人間の思考で行われるような因
子との関連の解析が重要であるとし，生体内で起こる連
果関係を用いた認識によって可能となる．このような
鎖反応の一種であるシグナル伝達における機能とパス
認識のためには，対象を捉える視点を明確にした上で
ウェイ（細胞機能のメカニズムを定性的に表現した知識）
統一的に知識を記述しなければならない．そこで，こ
に関するデバイスオントロジーの構築を行った．ここ
こでは Fas リガンドにより誘導されるアポトーシスの
でも，前節で述べた装置 (Device)，導管 (Conduit)，対
シグナル伝達 (Fas 経路) に焦点を当て，デバイスオン
象物 (Object)，媒体 (Medium)，振る舞い (Behavior)，
トロジーの枠組みで記述した例を示す．
機能 (Function) が機能概念として定義され，ロール概
念関係において作用を受ける役割を果たす物理的実体
物を対象物（Object）とし，装置の入出力時点におけ
る状態（IO-State）を持つとしている．この装置は他
の装置と接続関係と全体-部分概念を持つ．また，振る
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舞いは IO-State 間の遷移と定義され，B1 的振る舞い
に変換して記述される．さらに機能を，単独分子の作
用である基盤的機能と分子複合体の作用である組織的
機能に分け，基盤的デバイスを組織的デバイスの構成
要素として定義している．
このように機能概念をオントロジーで整理した事に
より，シグナル伝達において装置間を流れる概念が同
定され，生物学の分野において明確な合意のなかった
「シグナル」について定義する事が可能となっている．

4

不確定要素のためのデバイスオン
トロジー

前章の例では，機能達成のメカニズムをオントロジー
によって記述する事を目指しており，不明確な要素の
存在や，個々の概念間の関係を探索する事を目的とは
していない．これらは B1 的振る舞いにおける因果関係
及び個々の基本概念の果たす機能を明らかにする事に
よって特定が可能になるものと予想される．存在が不
確定な要素であってもそれらが達成する機能が推測で
きれば，
「特定の機能概念に属する可能性のある概念要
素」としてオントロジー内に記述する事が可能である
と考えられる． また，存在が確認されてはいるものの，
機能未知のタンパク質の機能の推測には，それらが存
在する場所や，類似した機能の把握が求められる．そ
のため，本研究では前章のデバイスオントロジーを参
考とし，個々の概念が果たす機能という統一された視
点から知識を整備するとともに，事実記述のみにとど
まらない不確定要素を含むオントロジー構築を目指す．
なお，本研究においては，不確定要素は生体高分子
とする．生体高分子の動きがオントロジーを構成する
最小単位の部品となり，この部品の連鎖により系が生
成される．そのため，最小単位の部品が属する機能と，
それら機能の複合体として存在する上位の機能を分類
した．これにより，デバイスオントロジーで与えられ
た役割を参照し，最小単位の部品同士の関わりから不
確定要素を探るとともに，上位の機能が既知であれば
その構成要素を手がかりに不確定要素の存在を予測す
る事が可能になる．
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図 2: デバイスオントロジーにおける基本単位

機能階層の定義

デバイスオントロジー構築においては，経路や系と
いった枠組みの記述は避ける事とし，オントロジーを
構成する最小単位の部品である生体高分子の動きを独
立したインスタンスとして記述した．これは，経路と
いう概念は人間の認識に基づくものであり，実際に生
体の中に境界が存在するものではないためである．ま

図 3: 基盤的機能・組織的機能の階層

た，メカニズムが未知の場合にはこのような経路も不
明であり，
「経路」という枠を予め与えておくのは適切
ではない．我々が生体を眺めて観察出来るものは現象
と分子の動きであるため，本来ならば分子の動きの連
鎖を捉える事で動的に経路を生成する事を目指すべき
である．このようなインスタンスとしての記述により，
系を形成するそれぞれの動き（部品）は 1 つの系にと
どまらず，使い回しが可能な部品として他の系の形成
に携わることができる．
この時，最小単位となる部品は図 2 で示した装置と
対象物の組合せで捉えられ，装置として作用するもの
と，媒体として活性を運ぶものの 2 種類の分子が反応
に関わる事となる．デバイスオントロジーにおいては，
分子が達成する種々の動きを「装置が活性を変化させ
る」という記述に統一した．このように部品の粒度を
揃えておく事により，他の反応との比較によって不確
定要素の特定が可能になると考えられる．
また，系の動的な生成は，インスタンス間の因果関
係を捉え，連鎖を再現する事により実現可能となる．本
研究では生体高分子によるインスタンスを基盤的機能
として定義し，その上位の階層として基盤的機能によ
り構成される組織的機能を定義した．組織的機能は系
や経路を表し，構成要素である生体高分子の動きと同
様，インスタンスとなる (図 3)．なお，基盤的機能で
記述されるのは単独分子の動きであり，組織的機能は
それら統合したものであるため複数分子による動きが
記述される (図 4)．

4.2

基盤的機能の記述

系を動的に生成するための独立したインスタンスと
なる概念として，アポトーシスのシグナル伝達の系で
ある Fas 経路に関する知識をデバイスオントロジーの
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枠組みで整理した．上位概念は [高井 05] を参考とした．
Fas 経路におけるシグナル伝達は「活性の種類の変化」
が次の反応を引き起こす連鎖反応であることから，基
盤的機能は”to convert”となり，この下にインスタンス
が生成される．Fas 経路における基盤的機能のインス
タンスの例として，Fas リガンドと Fas の結合，およ
び Fas と FADD の結合について図 5，6 に示す．
Fas リガンドと Fas の結合箇所では，Fas リガンドが
振る舞いを行う主体となる事から装置の役割を果たす．
媒体は対象物が流れる際に必要な分子がコンポーネン
トとして定義されるため，Fas リガンドおよび Fas が対
応する．作用を受けて反応の前後において属性が変化
するものが活性であり，これが対象物として定義され
る．振る舞いは活性の属性値の変化であり，この変化を
受けて Fas はアロステリック制御される．よって，ロー
ルは，基盤的デバイス‥「Fas リガンド」/対象物‥活
性/媒体‥「結合」/ポート‥分子認識部位/B1 振る舞
い‥活性の属性値変化（アロステリック制御）と割り当
てられる．Fas と FADD の結合箇所においても (図 6)，
Fas リガンドと Fas の結合の際と同様に，Fas が振る舞
いを行う主体となる事から装置の役割を果たす．媒体
のコンポーネントとなるのは，Fas および FADD であ
る．対象物としては活性が定義される．装置の振る舞
いによって FADD はアロステリック制御される．よっ
て，ロールは，基盤的デバイス‥「Fas」/対象物‥活
性/媒体‥「結合」/ポート‥分子認識部位（領域は Fas
の DD，FADD の DD）/B1 振る舞い‥活性の属性値
変化（アロステリック制御）と割り当てられる．
この時，最小単位の部品は装置と対象物の組合せで
捉えられ，反応に関わる分子は装置として作用するも
のと，媒体として活性を運ぶものの 2 種類である．また
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図 5: Fas リガンドと Fas の結合
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図 6: Fas と FADD の結合

分子が達成する種々の動きは「装置が活性状態を変化
させる」という記述に統一した．系の動的な生成につ
いては，インスタンス間の因果関係から連鎖を再現し，
組織的機能として表現する事により実現可能である．

4.3

組織的機能の記述

本研究において基盤的機能により生成される組織的
機能においては装置の役割を果たす概念は複合体であ
るため，複数の分子から構成される．基盤的機能が「活
性の種類の変化」のみに注目していたのに対し，組織
的機能は複合体により達成され，より複雑な機能が表
現されることになる．[高井 05] は組織層の機能を，
「活
性をいつ流すか」に注目した『オンにする』，
「活性をど
の程度流すか」に注目した『増幅する』
・
『抑制する』，
「活性をどこへ流すか」に注目した『輸送する』の 4 種
類としている．さらに，注目する対象物の属性として，
「elasticity」, 「catalytic」, 「efficiency」, 「reaction
radius」, 「concentration」, 「局在」を挙げている．
本研究で扱うアポトーシスに関するオントロジーに
おける組織的機能の記述では，カスパーゼの活性化機
構を組織的機能として定義し，この活性化機構に関わ
る個々のカスパーゼを含む基盤的機能を参照する事に
より，系の存在が確認可能であると考えられる．これ
は，アポトーシスにおいてはカスパーゼとよばれるタ
ンパク質分解酵素がアポトーシスの実行に重要な役割
を果たしている事に由来する．ほとんどすべてのアポ
トーシスを誘導する刺激は最終的にはカスパーゼの活
性化に集約される．カスパーゼは他のプロカスパーゼ
とよばれる不活性な前駆体として作られ， アポトーシ
スを誘導するシグナルに応じてそれ自身が切断されて
活性化し，活性化したカスパーゼはファミリーの他の
仲間を切断，すなわち活性化してタンパク分解の連鎖
(カスケード) が「増幅」される．この事から，活性を
どの程度流すかについてを表す組織層の機能としてカ
スパーゼの連鎖は定義出来る．活性をどの程度流すか
の指標については，実験室環境においてカスパーゼ前
駆体とカスパーゼの活性の連鎖の様子は濃度変化とし
て観察される事から，濃度をデバイスオントロジーに
おいて対象物として役割を与えられる活性を捉えるた
めの属性として定義できると考えられる．

5

まとめ

デバイスオントロジーを用い，分子やそれらの動き
に役割を与える事によりアポトーシスの Fas 経路に関
する知識を機能という視点に基づき整理した．機能を
基盤的機能と組織的機能に分け，基盤的機能である単
独分子の動きをインスタンス化して扱い，このインス

タンスの組合せによって組織的機能が実現されるとし
た．このようにすることで，経路，もしくは系といっ
た人間の認識に基づく概念の記述を避ける事ができる
とともに，基盤的機能に属する単独分子の動き（部品）
の再利用から，動的に系を作り出す事が可能であると
考えられる．アポトーシスにおける組織的機能の記述
では，アポトーシスの実行機構であるカスパーゼの活
性化の焦点を当て，タンパク分解の連鎖，および，活
性化される分子の濃度変化を捉える事とした．
今後は，組織的機能の記述へ向け，アポトーシスに
おけるカスパーゼファミリーの構造の記述を加えてい
く必要がある．これによりアポトーシスに果たす役割
が不明確であり，実行機構においては不確定要素とし
て存在しているカスパーゼ 13,14 について明確となる
ようなオントロジーとなることを目指す．また，アポ
トーシス以外の細胞死においても，各細胞死の指標と
なる機構を組織的機能として加える事により，これま
で曖昧とされて来た細胞死の分類について明らかにな
るものとしたい．さらに，存在自体が不明確なタンパク
質分子の特定には関連する分子の構造や，それらが関
わる様々な反応を手がかりとした絞り込みへ向け，タ
ンパク質分子の構造や分類などの詳細な記述も含めた
オントロジーの拡張をしていかなければならない．
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