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横断的なデータ検索システム
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Googleによる分子情報の検索

3
"RNA polymerase II" 
で約623,000件のヒット



NCBI, Entrezによる[All Databases]検索
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"RNA polymerase II"
で228,672件のヒット



Bioinformatics Harvesterによる検索
http://harvester fzk de/harvester/http://harvester.fzk.de/harvester/

→
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"RNA polymerase II”
で210件のヒット（human）



NBDCによる生命科学データベース横断検索
http://biosciencedbc.jp/dbsearch/
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"RNA polymerase II" 
で77,618件のヒット



ID の統合データベース

日本語名 「リンク自動管理システム」





IDを統合するためのネットワーク

ヒト分子情報
マウス分子情報

ヒト分子情報へ

化合物情報



全データベース検索 All Database Search
IDによる「芋づる式」検索ができるツールIDによる 芋づる式」検索ができるツ ル

POLR2Aを入力
押す
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全データベース検索 All Database Search
新着データのハイライト機能新着デ タのハイライト機能

New

New

New
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ID一括変換システム ID Converter
さまざまな種類のIDを変換・表示するツールさまざまな種類のIDを変換 表示するツ ル

押す

AK096628, 
BC053657を入力

Accession Numberから
UniProt Accession Number

の変換例

入力したID 変換後のID

への変換例



ID対応表のダウンロード Download
最新のID対応表をダウンロードするツール最新のID対応表をダウンロ ドするツ ル

押す

IDの種類を選ぶ IDの種類を選ぶ



ID識別システム ID Resolver
指定されたIDの種類を判定し、リンクを表示するツール指定されたIDの種類を判定し、リンクを表示するツ ル

OCT3 OCT4 SOX2 
KLF4 C-MYC
（山中因子）を入力

押す

14データベース
へのリンク

IDの種別 検索ページへ
のリンク



新着データお知らせツール BioDBScan
http://medals.jp/pubmedscan/p jp p
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BioDBScanの使い方



実習（１）実習（１）
IDの統合データベース「リンク自動管理シス統合 リ 動管
テム」を使って、iPS細胞の作成に必要とされ
る「山中因子」の最新情報を取得してみようる「山中因子」の最新情報を取得してみよう。

ヒントヒント

•URLは http://biodb.jp/

•All Database Searchの画面で、HUGO Gene 
Symbolの「OCT3 OCT4 SOX2 KLF4 C-Symbolの「OCT3, OCT4, SOX2, KLF4, C
MYC」を検索する。
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ヒト遺伝子の統合データベースヒト遺伝子の統合デ タベ ス

H-InvDB



トランスクリプトーム

genomic DNA

ゲノム

遺伝子（転写領域）

pre-mRNA

transcription

転写

ゲノム

エクソン イントロン

mRNA

maturation

成熟

protein

translation

翻訳

メッセンジャーRNA

protein 翻訳

タンパク質に翻訳
される情報を持つ領域

タンパク質

cDNA
19

される情報を持 領域 cDNA



完全長cDNA (FLcDNA)

• 全長の成熟mRNAからクローニングされる。

• FLcDNAsはイントロンを含まない。

O di f (ORF )の予測が比• Open reading frames (ORFs)の予測が比
較的容易である。

• 選択的スプライシングバリアントに対応す
るFLcDNAが入手可能である。るFLcDNAが入手可能である。
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H-Invitational プロジェクト ミレニアム
ゲノム

プロジェクト

◆ Human Full-length cDNA Annotation Invitational (H-Invitational)

◆ 世界のヒト完全長cDNAクローン情報を収集し、包括的なアノテーション（注釈

プロジェクト

付け）を行うことにより、トランスクリプトームの統合データベース構築を目標
とする。

◆ 生物情報解析研究センター（JBIC 産総研）およびＤＤＢＪ（遺伝研）が主催し◆ 生物情報解析研究センタ （JBIC、産総研）およびＤＤＢＪ（遺伝研）が主催し、
世界の４４研究機関からの１２０人以上の研究者が参加した。

H Invジャンボリ 風景 統合デ タベ ス: H InvDB
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H-Invジャンボリー風景
（2002年8月）

統合データベース: H-InvDB

2004年4月公開



German human cDNA project

Mammalian Gene
Collection, NIH, US

HUGE, Kazusa DNA Res. Crt.
German human cDNA project

H-Invitational
cDNA collectioncDNA collection

HUNT, Helix Res. Inst.
FLcDNA project, IMS, 
Univ Tokyo
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Chinese Human Genome Center



トランスクリプトの由来となった組織
（H-InvDB_8.0 representative transcripts）

*Total  694 tissue_types for 27,819 transcripts. 23



H-InvDBにおける遺伝子構造の決定

転 産物
ヒトタンパク質

ヒト転写産物
(249,012 HITs)

ヒトタンパク質
(152,151 HIPs)

CDS

Mapping transcript nucleotide sequence 
onto human genome

Predict CDS 相同性検索(ProteinDB)
モチーフ予測(InterPro)

Genome
NCBI b36.2

予測されたタンパク質の
Determine gene locus for transcript with 

>=1bp overlap in genome location

予測されたタン ク質
遺伝子機能推定

遺伝子座1 遺伝子座2

ヒト遺伝子座
(45,177 HIXs)

670 UM clusters

各種解析を実施し、多数の
アノテーション情報を付与

遺伝子座1 遺伝子座2
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H-InvDB リリース 8.0 (2012年4月公開)
www h-invitational jp (hinv jp)www.h invitational.jp (hinv.jp)

ヒトの全遺伝子と転写産物を対象とした統合データベース。
完全長cDNAとDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAの情報を含む。

H-InvDBのアノテーション項目

 遺伝子構造

完全長cDNAとDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAの情報を含む。

 遺伝子構造

 スプライシング変異体

 機能性RNA

 タンパク質の機能

 機能ドメイン

 細胞内局在
トップページ

 細胞内局在

 代謝パスウェイ

 タンパク質立体構造

 疾患との関連

 遺伝的多型（SNPs）

 遺伝子発現パターン
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遺伝子発現パタ ン

 分子進化学的特徴

 タンパク質間相互作用データベース構成



H-InvDB トップページ

www.h-invitational.jp (hinv.jp)



HH--InvDBInvDB画面構成画面構成

33種類のメイン・ビューアと種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベースで構成種類のサブ・データベースで構成
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Locus view
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Transcript view
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Protein view
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H-InvDBで使われるID
• HIT (H-Invitational transcript): ヒト転写産物ID

形式：HIT + 9桁の数字 + version番号 例）HIT000000001.1 転写産物
（cDNA mRNAなど）配列のアノテーション情報をデータベース化し H（cDNA, mRNAなど）配列のアノテーション情報をデータベース化し、H-
Invitational transcripts（HIT）ナンバーというIDを付与しました。

• HIX (H Invitational cluster): ヒト遺伝子座ID• HIX (H-Invitational cluster): ヒト遺伝子座ID

形式：HIX + 7桁の数字 + version番号 例）HIX0000001.1

ヒトゲノム上の重複を除く遺伝子クラスター遺伝子クラスターをH-
Invitational cluster（HIX）と定義し各遺伝子座単位にIDを付与しました。

• HIP (H-Invitational protein): ヒトタンパク質ID

形式：HIP + 9桁の数字 + version番号 例）HIP000000001.1

転写産物配列の予測CDSアノテーション情報をデータベース化し、ユ
ニークなアミノ酸配列に対しH-Invitational protein（HIP）ナンバーというID
を付与しました。

31INSD (DDBJ/EMBL/GenBank)のID等にも対応



各画面のアイコン各画面のアイコン

遺伝子のアノテ シ ン遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

タンパク質アノテーション

ゲノムブラウザゲノムブラウザ

遺伝子発現

分子進化データ

疾患関連遺伝子疾患関連遺伝子

タンパク質間相互作用

32
遺伝子ファミリー



H-InvDBのタンパク質分類（リリース8.0）

◆ 転写産物の総数 (HIT):249,012
◆ クラスターの総数 (HIX):45,177

機能アノテーション・カテゴリー 件数*

protein coding 36,096
I Id ti l t k h t i 15 141I: Identical to known human protein 
(experimentally validated)

15,141

II: Similar to known protein 6,532

III: InterPro domain-containing protein 1,026

IV: Conserved hypothetical protein 1,744

V: Hypothetical protein 5,813

VI: Hypothetical short protein (20-80 aa) 5,840

VII P d did t (t ib d) 752VII: Pseudogene candidate (transcribed) 752

non-protein-coding 8,329
*代表配列の件数

機能が精査された、Category I, II, III の22,699件は
信頼性の高いヒト遺伝子セットと考えられる 33



実習（２）実習（２）
ヒト遺伝子の統合データベースH-InvDBを遺伝 統合 を
使って、アルデヒド分解酵素（ALDH）の多型
（SNP）を探してみよう（SNP）を探してみよう。

ヒントヒント

•URLは http://hinv.jp/

•ALDHをキーワードにしてカテゴリー１の遺伝
子を探し 代表配列（赤フラッグつき）を選ぶ子を探し、代表配列（赤フラッグつき）を選ぶ。

•Transcript viewのPolymorphismタグを選ぶ。
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RASVの定義RASVの定義

RASV = Representative Alternative Splicing Variants

RASVs form non-redundant sets of alternative splicing variants



選択的スプライシングのアノテーション
◆ 代表スプライシング・バリアントの定義（Representative alternative 

splicing variants; RASV）
◆ 各RASVの構造と機能と種間比較◆ 各RASVの構造と機能と種間比較

代表配列(Representative transcript) 代表スプライシング変異体（RASV）



タンパク質の機能に影響する選択的スプライシング

１ 機能ドメインの変化１．機能ドメインの変化

２．細胞内局在の変化

３．膜タンパク質の変化

Takeda J, Imanishi T, et al. (2006) 
Nucleic Acids Res. 34:3917-3928.



ヒト遺伝子のエクソン上のSNPの分類

a: Representative transcripts in 23 717 genes
53 754個の非同義SNPと 1 258のナンセンスSNPを同定

38

a: Representative transcripts in 23,717 genes.
b: Representative transcripts in 36,712 protein-coding genes.
c: Densities of polymorphisms.
d: SNPs causing changes between amino acids and stop codons.

53,754個の非同義SNPと、1,258のナンセンスSNPを同定。

Yamaguchi-Kabata, et al. (2008)
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H-InvDB版GTOP
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ヒト遺伝子の遺伝子発現データベース
H AN t i G E i Lib H ANGELHuman ANatomic Gene Expression Library: H-ANGEL

Tissue/organ
classification

Expression
profiles

Gene expression data produced by 3 methods (7 platforms) that 
correspond to 28,858 human genes are stored.
(1) PCR b d i i i fili (iAFLP)

41

(1) PCR-based quantitative expression profiling (iAFLP)
(2) DNA arrays (Long oligomers, Short oligomers, cDNA microarray)
(3) cDNA sequence tags (SAGE, EST + BodyMap, MPSS)



選択的スプライシングバリアントによって発現パターン
が異なる例

H-ANGEL

42



PPI view ー タンパク質間相互作用情報
PPI viewは、ヒトのタンパク質間相互作用 (PPI:Protein-Protein Interaction) 情報を提供する
サブデータベース。ヒト転写産物から予測されるタンパク質に対して、文献に記載されている
タンパク質間相互作用情報の割り当てを行った。

情報源情報源：BIND, DIP, 
MINT, HPRD, IntAct
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画面－ヒトのタンパク質間相互作用情報－

①

②

③
④

②

④

⑤
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ヒト遺伝子分子進化データベース：Evola
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Orthologs

Homologs

(other orthologs 

and paralogs)

Phylogenetic 

trees
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H-InvDB新詳細検索ツール（ナビ検索）

検索条件 実行画面

16種類の条件でH-InvDBに対する複合検索ができるツール

検索実行例

X染色体上にあり、筋肉系組織で強く発現し、ミトコンドリア
に局在するタンパク質 → ３個。



実習（３）実習（３）
ヒト遺伝子の統合データベースH-InvDBを遺伝 統合 を
使って、アルツハイマー病の創薬ターゲット
を探してみようを探してみよう。

ヒントヒント

•URLは http://hinv.jp/

（正解はありません。例として）

脳で発現の高い膜タンパク質を絞り込む•脳で発現の高い膜タンパク質を絞り込む。

•「growth factor」や「apotosis」をキーワードにg p
する。 48



H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツールH InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツ ル

HEAT



H-InvDBの主な特徴

プ づ ジ・トランスクリプトーム解析に基づくオリジナ
ルのヒト遺伝子カタログ

・高精度なアノテーション、豊富なコンテンツ
を持つ

・便利な検索機能を提供

＊H-InvDBを百科事典的に利用することで終わ
らず 新たな知識発見のための情報リソ スらず、新たな知識発見のための情報リソース
へと発展させることをめざしている。

遺伝 特徴抽出 HEAT→ 遺伝子リスト特徴抽出ツール HEAT



H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール
-InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)

ユーザが入力した遺伝子セットに
統合データベースからの統合データベースからの
知識発見支援ツールユ ザが入力した遺伝子セットに

共通な特徴を探すツール。

解析対象となるアノテーション項目：

知識発見支援ツール

http://hinv.jp/heat/
解析対象となるアノテ ション項目：
InterPro 
Gene Ontology (GO) 
KEGG pathwayKEGG pathway 
Chromosomal band 
Gene family 
SCOP（立体構造ドメイン）SCOP（立体構造ドメイン）
細胞内局在予測（Wolf PSORTによる）
組織特異的遺伝子発現（H-ANGELによる）
プロモータ領域の配列モチーフ（JASPAR）

（ここに遺伝子リストを投入）

相互作用するタンパク質（PPI viewによる）

実行ボタン
51Yamasaki C, Imanishi T, et al. (2009) 

Nucleic Acids Res 38: D626-D632.



HEATで統計的検定を行う対象の
アノテーション項目アノテ ション項目
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遺伝子リスト特徴抽出ツールの実行例
知識発見支援ツール

投入した遺伝子名： 糖尿病関連遺伝子６個
（ ADIPOQ, CAPN10, PPARG, TCF7L2, HNF4A, HHEX ）

知識発見支援ツ ル

＊

ダウンロード

＊

＊Fisherの正確確率

アノテーション項目 頻度・スコア

53

アノテ ション項目 頻度 スコア



HEATの解析事例
iPS細胞とES細胞の間で発現量に有意な差がある遺伝子738個※細胞と 細胞の間で発現量 有意な差がある遺伝子 個

※Student‘s t-test (p-value < 0.05) 、かつ発現量比1.5倍以上
Chin MH, et al. (2009) Induced pluripotent stem cells and embryonic stem cells are 
distinguished by gene expression signatures. Cell Stem Cell 5:111-23.

この解析で得られた転写因子群 (赤で示す)は、iPS細胞とES細胞の
発現プロファイルの差異を生み出す原因の転写因子の候補である。



実習（４）実習（４）
Enrichment AnalysisのためのHEATを使って、y を使 、
iPS細胞の作成に必要とされる「山中因子」
のタンパク質に共通な特徴を調べてみようのタンパク質に共通な特徴を調べてみよう。

ヒントヒント

•URLは http://hinv.jp/heat/

•HUGO Gene Symbolの「OCT3, OCT4, SOX2, 
KLF4 C-MYC」を入力して 実行ボタンを押KLF4, C MYC」を入力して、実行ボタンを押
す。

•さらに「GLIS1」も追加してみよう。
55



H-InvDBのサテライトデータベースおよびツール群
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