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H-InvDB
経産省プロジェクトの成果のうち
主にヒトに関連する分子データ
の実質的統合を行う。

hinv.jp

MEDALS
経産省プロジェクトの成果物の
データベース便覧を提供するほか、
成果物の利用促進のための各種
サービスを提供する。

medals.jp
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遺伝情報の伝達様式

genomic DNA
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protein

transcription

maturation

translation

転写

成熟

翻訳

タンパク質に翻訳
される情報を持つ領域

ゲノム
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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。

• 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。
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H-InvDB リリース 6.0 (2008年12月公開)
www.h-invitational.jp (hinv.jp)

H-InvDBのアノテーション項目
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

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

分子進化学的特徴

タンパク質間相互作用

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。合計219,765件の
完全長cDNAとDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAの情報を含む。

トップページ

データベース構成
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HH--InvDBInvDBのビューアのビューア
２種類のメイン・ビューアと２種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベース種類のサブ・データベース
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H-InvDBで使われるID番号

HIT (H-Invitational transcript):
• ID for each H-Inv cDNA or mRNA entry, which is stable and 

unique.
• HIT plus 9 digits plus version_number, e.g. HIT000000001.1
• transcripts located in multiple positions, HIT000000001_01.1

HIX (H-Invitational cluster):
• ID for each H-Inv cluster (locus), which is stable and unique.
• HIX plus 7 digits plus version_number, e.g. HIX0000001.1

HIP (H-Invitational protein):
• ID for each unique translation, which is stable and unique.
• HIP plus 9 digits plus version_number, e.g. HIP000000001.1

INSD (DDBJ/EMBL/GenBank)のID等も利用可能。
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各ビューアのアイコン

遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

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

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー
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H-InvDBのタンパク質分類(release6.0)
◆ 転写産物の総数 (HIT):219,765
◆ クラスターの総数 (HIX):43,161

7,759non-protein-coding
837VII: Pseudogene candidate (transcribed)

5,628VI: Hypothetical short protein (20-80 aa)

5,490V: Hypothetical protein

4,100IV: Conserved hypothetical protein

2,531III: InterPro domain-containing protein

3,464II: Similar to known protein

13,337I: Identical to known human protein 
(experimentally validated)

35,387protein coding
件数*機能アノテーション・カテゴリー

*代表配列の件数
機能が精査された、Category I, II, III の19,332件は
信頼性の高いヒト遺伝子セットと考えられる
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H-InvDBを使ってみる

検索の方法

データのみかた

デモ１
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H-InvDB のその他のビューア

◆G-integra： ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

◆H-ANGEL： 遺伝子発現プロファイルのサブ・データベース

◆Evola： モデル生物のオルソログ情報の分子進化データベース

◆DiseaseInfo Viewer： 疾患関連遺伝子のサブ・データベース

◆PPI view： タンパク質間相互作用の情報を表示するビューア

◆Gene family/group： 全遺伝子ファミリーの分類とアノテーション

G-integra（ゲノムブラウザ） H-ANGEL（遺伝子発現） Evola（分子進化）
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選択的スプライシング（AS）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

代表配列(Representative transcript) 代表スプライシング変異体（RASV）
（遺伝子座にひとつ） （ASごとにひとつ）



15



16

ヒト遺伝子多型のデータベースVarySysDB
提供する情報： 遺伝子上のSNP、indel、ハプロタイプ、リピート多型、構造多型
表示形式： 表、フラットファイル、ゲノムブラウザ

Shimada, et al. NAR (2009)
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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
Human 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-based quantitative expression profiling (iAFLP)
(2) DNA arrays (Long oligomers, Short oligomers, cDNA microarray)
(3) cDNA sequence tags (SAGE, EST + BodyMap, MPSS)
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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：BIND, DIP, 
MINT, HPRD, IntAct
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①

③
④

②

⑤

画面－ヒトのタンパク質間相互作用情報－
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ヒト遺伝子分子進化データベース：Evola
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Phylogenetic 

trees

Orthologs

Homologs

(other orthologs 

and paralogs)
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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

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。
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H-InvDBを使いこなす

高度な検索機能を使う

創薬ターゲット分子候補を探す

デモ２
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H-InvDBウェブサービス

• ウェブサービスとは、計算機のプログラムでH-InvDBのデータの呼び出しを
可能にするしくみ。IDやキーワードによるデータベース検索や、データの取
得ができる。

• ウェブサービスのメリットは、いつでも最新のデータを自動で入手できること。

No.  API名  概要  

1 acc2hit Accession No.から該当するHIT IDを取得する。 

2 hit2acc HIT IDからAccessionNo.を取得する。 

3 hit_cnt 全HIT件数を取得する。 

4 hit_definition HITのDEFINITION情報を取得する。。 

5 hit_pubmedid HITのPUBMED IDを取得する。 

6 hit_xml HIT IDのXMLデータをそのまま出力する。 

7 hix2hit HIX IDからHIT IDを取得する。 

8 hix_cnt 全HIX件数を取得する。 

9 hix_represent クラスタの代表配列を取得する。 

10 hix_xml HIX IDのXMLデータをそのまま出力する。 

11 id_search ID検索を実行してHITのリストを取得する。 

12 keyword_search キーワード検索を実行してHITのリストを取得する。 

H-InvDBヘルプ画面に説明書あり
ウェブサービス機能一覧
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H-InvDB_6.0メジャー更新
（2008年12月18日公開）

- NCBI B36.2.に基づく全HIT, HIXアノテーションデータ更新
- アノテーショントピックページ新規公開

URL:http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
- 機能性RNAデータベース(fRNAdb)との連携
- RSSによる更新情報提供開始
- 日本語公式サイト公開

URL: http://www.h-invitational.jp/index_jp.html

今回の更新では、特にタンパク質をコードする遺伝子と機能性RNAの区別
をより正確にアノテーションすることを目標に、機能性RNAデータベース
(fRNAdb)との対応をヒトゲノム上の位置の重なりを基に判定し、各データ
画面での連携とID対応表の公開を行いました。

今回の更新では、特にタンパク質をコードする遺伝子と機能性RNAの区別
をより正確にアノテーションすることを目標に、機能性RNAデータベース
(fRNAdb)との対応をヒトゲノム上の位置の重なりを基に判定し、各データ
画面での連携とID対応表の公開を行いました。
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新規ページ

“アノテーション・トピックス”ページ

新規アノテーション等のトピックデータを提供していきます！
http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
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「H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール」
（公開準備中）

解析対象となるアノテーション項目：
InterPro、GO、遺伝子ファミリー、染色体バンド、
立体構造ドメイン、KEGGパスウェイ、細胞内局在予測、
組織特異的遺伝子発現

（ここに遺伝子リストを記入）

実行ボタン

入力された遺伝子セットに共通な特徴を探すツール。

統合データベースからの
知識発見支援ツール
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遺伝子リスト特徴抽出ツールの実行例

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

アノテーション

DNA結合性

転写調節

核受容体

ステロイドホルモン受容体ファミリ（44）

ステロイドホルモン受容体

リガンド依存性の核受容体活性

Zinc-finger, 核ホルモン受容体型

核ホルモン受容体、リガンド結合、コア

核受容体、リガンド結合ドメイン

核ホルモン受容体、リガンド結合

＊Fisherの正確確率＊

知識発見支援ツール
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H-InvDBのURLは、こちら。

hinv.jp


