BIOVIA PIPELINE PILOT

データシート

BIOVIA Pipeline Pilotは高いパフォーマンスを誇るサイ
エンティフィック・インフォマティクス・プラットフォーム
です。研究における技術革新サイクルの最適化、業務効
率の向上、研究およびITにかかるコストの削減を支援し
ます。さまざまな場所に保存されている膨大な研究デー
タへ総合的で、管理されたアクセスを提供します。また、
データの科学的解析を自動化することや、組織内のユー
ザー全員が研究結果をすばやく検索、可視化して報告で
きるようにし、より広範な科学コミュニティでのコラボレ
ーションを促進します。
BIOVIA Pipeline Pilotでは、シンプルなデータ形式（文
字や数値データ）と、複雑な科学的データ形式（画像や
化学構造、遺伝子配列など）の両方を扱うことができま
す。幅広く奥深い科学知識とBIOVIAのパートナーエコシ
ステムにより、医薬品、バイオテクノロジー、材料科学、
一般消費財、石油およびガス、自動車、航空宇宙、エネ
ルギー、防衛など、研究に重点をおくさまざまな業界の
多様なニーズに応えます。

BIOVIA PIPELINE PILOTを使用すると、
次のことを実現できます。

• 既存の研究や知的財産を有効利用し、定型的なデータ収集
や解析作業を自動化することにより、研究開発プロジェク
トを10倍以上の劇的な速さで完了
• 複数の異なる研究領域における膨大なデータを、構造化の
有無にかかわらず単一の環境ですばやく集計して処理する
ことにより、データに隠された知識を引き出す
• ベストプラクティスをカプセル化して配布し、コンプライ
アンスの徹底と研究開発組織全体におけるコラボレーショ
ンを実現
• 予測科学に基づく創薬モデルの開発により、直接的な研究
コストを削減
• 標準的な技術と広く認められた科学知識に基づき、質の高
い科学的解法をすばやく構築して展開
• リアルタイムのレポーティング・ダッシュボードを使用し
て実験結果をわかりやすく迅速に報告することにより、意
思決定を支援
• 互換性のない単機能のソフトウェアやデータベースを統合
することにより、研究開発コストを削減

BIOVIAの BIOVIA Pipeline Pilotでは、研究における技術
革新のサイクルを最適化する科学的解析（緑で示した
部分）用のツールを提供し、手作業による反復的なデー
タの準備や照合
（赤で示した部分）
を自動化、
標準化しま
す。
これにより、科学者や技術者の能力や知識を、技術革
新の促進に注ぐ時間により多く使うことができます。

強力なデータ処理機能

BIOVIAのサイエンティフィック・インフォマティクス・プ
ラットフォームであるBIOVIA Pipeline Pilotの本質は、科学
データの管理、解析、レポート作成を自動化するような、柔
軟なプロトコルを、高速なアプリケーション開発環境で利用
する強力なデータパイプライン・エンジンです。この優れた
機能により、多くの人員とコストを費やす、非常に反復的で
時に複雑な手作業による処理を削減できます。
BIOVIA Pipeline Pilotは、研究開発IT組織向けに標準化された
技術を提供する柔軟なプラットフォームであり、総合的な維
持コストを抑えながら科学技術革新を実現します。

強力なデータパイプライン・エンジンと科学研究に配慮した
柔軟なアーキテクチャにより、PipelinePilotでは研究開発組
織が直面する課題を的確に捉えることができます。BIOVIA
Pipeline Pilotには、次のような機能があります。
• 文字、数値、複雑な科学的データ（化学構造、遺伝子配
列、画像など）といったデータの管理、解析、レポート作
成
• 要件の収集とプロトタイプ化を支援し、最終的な運用シス
テムに直接結びつける、技術者、開発者、専門家向けの高
速なアプリケーション開発環境
• データの取得、操作、計算によるフィルタリング、表示を
行う柔軟なコンポーネント
• SOAP/Webサービス、Perl、Java、コマンドラインアクセ
スなどの標準的な技術を使用した、コンポーネントの「独
自開発」機能
• 柔軟性のあるサービス志向のアーキテクチャ

• さまざまな科学的専門分野を網羅した、実績ある科学コン
ポーネントとベストプラクティス・ワークフロー
• Microsoft SharePointやMicrosoft Ofﬁceアプリケーション、
化学物質登録データベース、画像データ管理システム、ま
た、PubMed、PubChem、特許データベース、RCSB(遺伝
子配列データおよびタンパク質構造)、BLAST(配列データ
ベース)などのオンラインデータソースといった、サード
パーティ製のアプリケーション、データベース、既存の科
学インフラストラクチャの統合。PipelinePilotのオープン
アーキテクチャは、ODBCやJDBC、Webサービスに準拠し
た、さまざまなサードパーティ製データソースへのアクセ
スを実現します。

異なるデータやアプリケーションの柔軟な統合

BIOVIA Pipeline Pilotを使用すると、異なる種類のデータ
を、組織全体でより適切な意思決定を行うために必要な、
整理された情報に変換できます。多くの標準的な技術を使
用して、社内のいたるところにある内部データベースやフ
ァイル、機器から、また、外部ソースからもデータを収集で
きます。一般的なフォーマットで作成されている各種データ
（化学、配列、文字、画像、数値）を読み取ることができ、
複数のソースのデータをリアルタイムに解析できます。効率
的なオンデマンド型のデータ処理やレポート作成を行うため
に、BIOVIA Pipeline Pilotの抽出、変換、ロード機能を使用
してデータマートを動的に作成できます。

ベストプラクティスの獲得と展開

BIOVIA Pipeline Pilotでは、組織のベストプラクティスを
カプセル化し、注釈をつけてバージョン管理できるため、
特定の結果を得た過程を記録、再現することができます。
作成したプロトコルは公開して他の人と共有し、共同開発
や知識の共有に役立てることができます。自動化したプロ
セスをさらに大きなコミュニティで利用するには、ブラウ
ザベースのBIOVIA Pipeline Pilot Web Portインターフェー
ス、SharePointなどのポータル技術など、さまざまな展開環
境を使ってBIOVIA Pipeline Pilotプロトコルを公開します。

カスタマイズしたレポート作成と
WEBアプリケーション

データ解析やデータマイニングの手続きをさまざまなテ
キスト、表、グラフ、画像を使用してまとめた、カスタ
ムのレポートを作成できます。レイアウトやコンテンツ
を自由にコントロールできるため、研究結果の説明や伝
達を簡単に行えます。単一のレポートに複数の表、グラ
フ、画像を表示できるので、異なるソースのデータや異な
る方法で処理したデータを並べて比較するなど、データ
を異なる視点から見ることができます。また、レポート
は、HTML、PDF、Word、Excel、PowerPointなど、さまざ
まな形式で配布できます。

リンクをレポートの内部、レポート間、あるいはレポートの
外部に設定して、対話型の動的なレポートを作成できます。
また、複数のプロトコルをリンクして機能ユニットにまとめ
るWebアプリケーションを作成すると、対話性を更に高める
ことができます。このような操作を行うとプロトコルの汎用
性が飛躍的に高まり、エンドユーザーがプロトコルを作成せ
ずにデータを入力したりデータの表示方法を決定したりでき
るようになります。

BIOVIA PIPELINE PILOTクライアント
BIOVIA Pipeline Pilot Professional Client
BIOVIA Pipeline Pilot Professional Clientは、BIOVIA Pipeline
Pilotの機能を余すところなく利用できる、データパイ
プライン・プロトコルを作成するオーサリングツールで
す。Professional Clientでは、自分で使用するためのプロト
コルを作成したり変更したりできるほか、他の人が使えるよ
うにプロトコルを公開することもできます。また、組織のさ

まざまなニーズに合わせて、新しいコンポーネントを作成す
ることや、既存のコンポーネントを編集することもできま
す。統合処理の設定や、外部ツールとの統合を行うコンポー
ネントの作成により、サードパーティのデータソースやアプ
リケーションへのアクセスを標準化して、より広範なユーザ
ーグループによる利用を実現できます。

BIOVIA Pipeline Pilot Web Port
BIOVIA Pipeline Pilot Web Portは、より大規模なユーザーコ
ミュニティでPipelinePilotを活用するための、ブラウザベー
スの環境です。BIOVIA Pipeline Pilot Professionalのユーザ
ーが作成、実行するものと同じプロトコルをBIOVIA Pipeline
Pilot Web Portユーザーがアクセスできるので、シンプルな
Webベースのインターフェースを使って、BIOVIA Pipeline
Pilotの機能のすべてをより多くのユーザーに公開できま
す。Web Portユーザーは、利用可能なプロトコルを選択
し、パラメータを設定することで、ニーズに合わせて各自の
データを処理することができます。その際、プロトコルがど
のようにして作成されたかを意識する必要はありません。ま
た、Web PortユーザーはMicrosoft Share Point、RSSフィー
ド、Webリンク、BIOVIA Pipeline Pilot クライアントの SDK
で作成されたカスタムのインターフェースなど、Webベース
のインターフェースであればどのようなものでもプロトコル
のアクセスや実行に使用できます。

BIOVIA PIPELINE PILOTの
コンポーネントコレクション

PipelinePilotのコンポーネントコレクションはサイエンティ
フィック・インフォマティクス・プラットフォームの構成要
素であり、科学的なカテゴリや機能でグループ化されていま
す。これらのコレクションには、研究者や開発者、IT担当者
が行う科学的、一般的なデータ処理を支援する多数のコンポ
ーネントが含まれています。コンポーネントをグラフィカル
に組み合わせることで、データの検索、フィルタリング、分
析、レポート作成のワークフローを作成できます。

製品
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他の人が公開したプロトコル
の使用

✓

✓

既存のプロトコルの実行

✓

✓

プロトコルパラメータの編集

✓

✓

プロトコルの実効状況の監視

✓

✓

プロトコルのレイアウトと
ロジックの表示

✓

新規プロトコルの作成

✓

既存のプロトコルの変更

✓

ジョブと結果の管理

✓

新規コンポーネントの作成

✓

製品

Professional
Client

Pipeline
Pilot Web Port

の解析を連動できます。

Sequence Analysis Component Collection

コンポーネントの
インターフェースの編集

✓

外部ツールの統合

✓

スクリプト言語の導入
(PilotScriptなど)

✓

他の人が使用するプロトコル
の公開

✓

スケジュール設定のための
コマンドラインアクセス

✓

化学
Chemistry Component Collection

化学的な知見に基づいたフィルタ機能と学習機能を用いて、
データベースの化合物を分析、プロファイル、管理を行いま
す。ベンダーのフラットファイルと直接化合物を比較し、計
算値などの適切なプロファイルを用い、新しい分子を同定し
ます。反応やMarkushライブラリをエニュミレーション解析
します。ケミストリーファミリーから、共通する核や管能基
のヒットリストを特定します。BIOVIA Pipeline Pilotとサー
ドパーティのプロセスをシームレスに使用してすべての分析
を自動化し、化学分析手順を実行します。

ADMET Component Collection

合成候補物、ベンダーライブラリ、スクリーニング化合物の
ような分子コレクションに対して、吸収、分布、代謝、排
泄、毒性(ADMET)の特性予測を計算します。コレクションに
は、ヒト腸管吸収、水溶性、脳関門浸透性、血漿タンパク結
合、チトクロームP450 2D6阻害性、肝毒性に対するモデル
が含まれます。

Cheminformatics Component Collection
Cheminformatics Collectionは、データベースの検索や閲覧
を行うアプリケーションをBIOVIA Pipeline Pilotで簡単に作
成できるように設計されています。このコレクションは、
データベースの検索と結果リストの管理システムであるList
Management and QueryServices (LMQS)と、化学構造や化
学反応をOracleデータベースに保存したり登録、検索するた
めの高性能データカートリッジであるBIOVIA Pipeline Pilot
Chemistry Cartridgeという2つのサブシステムで構成されて
います。これにより、BIOVIA Pipeline Pilotの機能が強化さ
れ、さまざまな大規模ケムインフォマティクス・アプリケー
ションを作成する強固な基盤を提供します。

生物学
Gene Expression Component Collection

個別の標的遺伝子に関する、遺伝子発現実験の表示、解釈、
アノテーション、レポート作成を行います。コアとなる機能
は、オープンソースのゲノム解析のBioConductorに基づいて
います。BIOVIA Pipeline PilotのGUIを使うことで、プログ
ラムを書くことなく、複雑なワークフローを作成できます。
配列解析、テキスト解析、レポート作成など、他のBIOVIA
Pipeline PilotベースのプロセスとGeneExpression Collection

モジュール方式のツールをグラフィカルに結合して、実際の
バイオインフォマティクス・ワークフローを構築し、配列解
析、アノテーション、配列比較を行います。配列解析用の
100を超えるコンポーネントとして、BLAST、ClustalWなど
の使い慣れたアルゴリズムを使用します。JavaやPerlで新し
いコンポーネントを作成したり、EMBOSSと統合するなど、
システムを拡張できます。

Mass Spectrometry for Proteomics Component
Collection
Mass Spectrometry for Proteomics Collectionは、カスタム
のプロテオミクスおよびメタボロミクスのワークフローを作
成して自動化するための包括的なコンポーネントセットとサ
ンプルプロトコルを提供します。このプロトコルでは、処
理ステップを把握し、コンポーネントに実験データを流し
て、結果の読み取り、書き込み、可視化、操作、解析、比
較、公開を行います。データモデルは大容量ファイルの迅
速な処理をサポートし、複数のレベルで詳細情報を保持しま
す。BIOVIA Pipeline Pilotのグラフィカルなプロトコル作成
機能を利用すれば、ペプチドとタンパク質の同定や差異のプ
ロファイリングといった複雑なデータ分析処理を、コードを
書くことなく簡単に作成できます。

ライフサイエンスのモデリング
およびシミュレーション
Catalyst Component Collection (Pharmacophore)

ファーマコフォアモデリングと3Dデータベースの管理を
行う包括的なツールセットです。Catalyst®の著名な技術を
PipelinePilotプラットフォーム上で、ファーマコフォアモデ
リングと解析を効率化する、自動化した使いやすいワークフ
ローを作成します。Catalystの洗練されたアルゴリズムを使
用したコンフォメーションの概算3Dデータベースの作成、
ファーマコフォア仮説の作成、仮想スクリーニングなどを実
行します。

CHARMm Component Collection (Simulations)

十分に実証されたCHARMmエンジンを基盤とする強力なコ
ンポーネントセットを使用して、生体分子のシミュレーショ
ンを行います。このコンポーネントコレクションには、タン
パク質、核酸、低分子、タンパク質-リガンド複合体に対す
る、安定して精度の高い分子力学と分子運動のシミュレーシ
ョンを行う機能がPipelinePilotの標準機能に追加されていま
す。

材料のモデリングおよびシミュレーション
Materials Studio Component Collection
BIOVIA Pipeline Pilotデータパイプライン環境で、Materials
Studio Component Collectionを使用すると、ReflexやReflex
QPAなどの分析機能、QSAR
Plusパッケージの主要な機
能、Materials Studio®のスクリプト記述APIで作成されたス
クリプトをBIOVIA Pipeline Pilotプロトコルに統合するユー
ティリティなどMaterials Studioの主要なモデリング機能を
使用できます。

Polymer Properties Component Collection (Synthia)
BIOVIA Pipeline Pilot Polymer Properties Collectionは、大量
のアモルファスホモポリマーやランダムコポリマーを、繰り
返し単位情報、分子量、温度から迅速に推定する手段を提供
します。このコレクションには、J.Biceranoの Prediction of
Polymer Properties (Marcel Dekker, NY, 2002)の公開モデル
と、自社開発の化合物または訓練セットのための拡張可能な
モデルが含まれています。Polymer Properties Collectionは、
対象の重合体を示す単量体の繰り返し単位を指定し、予測す

る物性を選択するだけで使用できます。

レポート作成と可視化
Reporting Component Collection
Reporting Collectionは、データ解析やデータマイニングの
結果を表示するレポートやWebアプリケーションを作成し
てカスタマイズするための包括的なコンポーネントセット
です。コンテンツやレイアウトを自由に制御できるため、
同僚と知識を共有するための効率のよりコミュニケーショ
ンツールを作成できます。Webページ、Microsoft Officeア
プリケーション、PDFなどさまざまな形式で作成でき、テ
キスト、表、グラフを使用できます。Webレポートに対話
機能を追加すると、データの検討に役立つ強力な環境を構
築できます。作成したWebアプリケーションは他の人と共
有できるため、自ら所有するデータのほか、同僚のデータ
も参照することができます。Webアプリケーションの展開
は、WebPort、SharePoint、RSS経由、または一般のWebブ
ラウザに対して行えます。

大規模なデータに最適化されたクラスタリングコンポー
ネントを使用して、効果的なデータモデリングを実行しま
す。BIOVIA Pipeline Pilotの標準機能を拡張し、統計的な予
測のモデリングを行って、データマイニングを適用します。
高速なデータクラスタリング、ベイジアン学習、主成分解
析、線形回帰、部分最小二乗回帰など効果的な手法を使用し
ます。構造活性相関モデル、化合物のクラスタリング、およ
び共通する最大の基礎構造探索を実行します。

Advanced Modeling Component Collection

Recursive Partitioning (RP法) およびMultiobjective Pareto
Optimization法の高度なデータモデリング法を利用しま
す。RP法はSingle TreeおよびForest of Treeの学習モデルの
コレクションが利用できます。この方法では1つまたは複数
の応答変数 (Response Variables) を学習できます。Pareto
Optimization componentは、多目的最適化問題に対する手法
を含んでおり、部分的に矛盾する複数の目的間で、トレード
オフする基準を解決する方法を提供します。

データベースとアプリケーション統合
Integration Collectionで、Java、Perl、VBScript、SOAPに基
づいた社内やサードパーティの既存プログラムをBIOVIA
Pipeline Pilotと統合します。ODBC、JDBCを利用してOracle
からの分析・レポーティング用にデータを抽出し、また結果
を直接データベースに格納できます。

画像処理
Imaging Component Collection
Imaging Collectionでは、画像データの高精度化、処理、解
析、統合、カタログ化、検索、レポート作成に関する高度な
機能を提供しており、BIOVIA Pipeline Pilotのワークフロー
自動化機能と視覚的なプログラミング機能を企業の画像情報
処理に活用することができます。画像データと数値データ、
化学データ、グラフィックデータ、テキストデータをまとめ
て、統一的な計算フレームワークに統合します。テンプレー
トプロトコルにより、カスタムのドリルダウン・レポート作
成機能、画像のリンク機能を迅速に開発できます。高度な
学習コンポーネントは教師有り型と教師無し型があり、ク
ラス最高レベルの処理機能を備えています。BIOVIA Pipeline
Pilotのオープンプラットフォームでは、標準的な画像ファイ
ル形式のほぼすべてに対応しています。

解析と統計
Data Modeling Component Collection

ラーニング、データモデリングツール、統計フィルター、

ダッソー・システムズの3Dエクスペリエンス・プラットフォームでは、12の業界を
対象に各ブランド製品を強力に統合し、各業界で必要とされるさまざまなインダス
トリー・ソリューション・エクスペリエンスを提供しています。
ダッソー・システムズは、3Dエクスペリエンス企業として、企業や個人にバーチャル・ユニバースを提供することで、持続可能な
イノベーションを提唱します。世界をリードするダッソー・システムズのソリューション群は製品設計、生産、保守に変革をもたら
しています。
ダッソー・システムズのコラボレーティブ・ソリューションはソーシャル・イノベーションを促進し、
現実世界をより良い
ものとするためにバーチャル世界の可能性を押し広げています。
ダッソー・システムズ・グループは140カ国以上、あらゆる規
模、業種の約19万社のお客様に価値を提供しています。
より詳細な情報は、www.3ds.com（英語）
、www.3ds.com/ja （日本語）
を
ご参照ください。
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