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機能性RNAプロジェクト機能性RNAプロジェクト

• 期間：2005年10月～2010年3月

① 機能性RNAの探索・解析のためのバイオインフォマティクス技術の開発

② 機能性RNA解析のための支援技術・ツールの開発

③ 機能性RNAの機能の解明

生命情報工学研究センター

バイオメディシナル情報研究センター



www.ncRNA.orgwww.ncRNA.org
プロジェクト成果のデータベースや情報
ツールを公開するためのウェブサイト

機能性RNAデータベース

RNA二次構造予測



配列データベース ゲノムブラウザ

機能性RNAデータベース機能性RNAデータベース



機能性RNAデータベース機能性RNAデータベース

配列データベース ゲノムブラウザ

全510,076配列

32,978生物種

予測
17%

ギガ
20%

既知
63%

182,638その他のゲノム因子

2,325,800マイクロRNA関連

107,707予測ncRNA



配列データベース配列データベース

BLAST検索サービス

検索語入力欄

http://www.ncrna.org/frnadb/

データベースの統計情報

ヘルプ画面

ダウンロード機能
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配列に関連する情報配列に関連する情報

関連情報はキーワード検索の対象となり、多様な検索に対応することができる

機能性RNAは全般的にアノテーション情報が

少ない。

独自のアノテーション情報の付与：

•配列オントロジー分類（ＳＯ）

•ゲノムマッピング情報

•重複領域のタンパク遺伝子情報

•関連するＯＭＩＭ情報

•関連文献情報（タイトル/アブストラクト）



検索例検索例

oncogene[ti]

"human Xq26.2"[map]

TGM2[assoc]

1000:2000[len]

関連文献のタイトルに含まれる語から検索

染色体のサイトバンドから検索

関連する遺伝子名から検索

配列長から検索



検索結果画面検索結果画面

検索結果のダウンロード

配列長をクリックすると配列情報が
ポップアップする

IDをクリックすると詳細画面へ

アクセッション番号はGenBankデータベースへのリンク

SOへのリンク NCBIタキソノミブラウザへのリンク

PubMedへのリンク



詳細画面の例詳細画面の例



マッピング情報画面マッピング情報画面

マップされたゲノム

染色体のサイトバンド情報

ゲノム上の位置情報

ストランド情報 マッピング手法

位置情報はゲノムブラウザへのリンクになっている



配列相同性検索配列相同性検索

パラメータは入力配列に基づいて
自動調整される（割り込み可）



ゲノムブラウザ
UCSC GenomeBrowser for Functional RNA

ゲノムブラウザ
UCSC GenomeBrowser for Functional RNA

• UCSC Genome Browserの拡張版

– ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエ、線虫、カイコ

• 追加トラック（ヒト）

– 既知RNA: 21 トラック（種別ごとに分類）

– 予測RNA：8 トラック

– ゲノム因子： 8 トラック

– miRNA関連トラック： 16 トラック



既知RNAと予測の情報既知RNAと予測の情報

Sequence Ontology に基づいて機能性RNAを分類。各分類項目ごとにトラックを分

けて、整理している。

snoRNA (small nucleolar RNA), rRNA, tRNA, piRNA, Antisense RNA, scRNA

(small cytoplasmic RNA), snRNA (small nuclear RNA) など。



予測RNAトラック予測RNAトラック

Description Items

二次構造保存領域予測①(RNAz) 35,984

アンチセンス転写産物 295

snoRNA予測 322

二次構造保存領域予測②(QRNA) 3,377

イントロン内のnon-coding EST 67,729



マイクロRNA関連マイクロRNA関連

既知マイクロRNA（miRBase 13.0)、予測マイクロRNA（miRRimほか）、実験で確認さ

れたマイクロRNAターゲット遺伝子、予測ターゲット部位（TargetScanS 5.0ほか）、マ

イクロRNA発現アトラス

マイクロRNAトラック表示例：

ギガシークエンサーで得られた低

分子RNAと、既知マイクロ

RNA(hsa-mir-29c)との関係がみ

られる。



マイクロRNA関連マイクロRNA関連

Description Items
既知のmiRNA (miRBase他) 573
予測miRNA (miRRim他) 11,616
検証されたmiRNAターゲット 233
予測miRNAターゲット領域 2,312,386
miRNA発現アトラス 992



miRRim（ミリム）miRRim（ミリム）

• 生物種間で保存されたマイクロRNA遺伝子を予測する

• 従来法に比べ高いマイクロRNA識別性能を持つ

• 比較ゲノムの結果を用いて、保存されたマイクロRNAに特異

なパターンを検出する

• 哺乳類で保存された予測マイクロRNA

は4,794領域

高い識別性能

従来法



進化保存、転写制御 関連進化保存、転写制御 関連

Transposon Free Region, ヒストンメチル化部位, 核膜結合部位

組織特異的エンハンサー部位の予測, cis-転写制御領域予測, スプライス部位予測



Human/Mouse/Dog Indel-based 
Conservation

Human/Mouse/Dog Indel-based 
Conservation

挿入・欠失が中立モデルよりも少ない

領域が多数存在する→塩基の保存と

は異なる進化的保存性の存在を示唆

文献情報へも容易にアクセス可能



Transposon-Free RegionTransposon-Free Region
トランスポゾンが一
定区間存在しない領
域がある。

10Kbp以上トランス

ポゾンが存在しない
領域＝ヒトで860領

域。



ゲノムブラウザ画面の例ゲノムブラウザ画面の例

prp8遺伝子のエキソン

予測miRNA（前駆体）

イントロン内保存領域

塩見研AGO2結合small RNA

ショウジョウバエの予測miRNAが塩見研のAGO2結合small RNAによって検出された例

画面上で予測結果と実験によって検出された転写産物の関係が視覚化されて

非常に解りやすく示されている。



Dynamic Conserved Secondary Structure 
Prediction at Arbitrary Genome Region

Dynamic Conserved Secondary Structure 
Prediction at Arbitrary Genome Region
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Conserved Secondary Structure 
Prediction

Conserved Secondary Structure 
Prediction



Idiogram Generation via Table BrowserIdiogram Generation via Table Browser



Idiogram of known miRNAsIdiogram of known miRNAs



世界最高精度の二次構造予測技術を開発世界最高精度の二次構造予測技術を開発

セントロイドフォールド http://www.ncrna.org/centroidfold/
ウェブで公開中

従来法 独自法

可能な二次構造の空間 可能な二次構造の空間

熱力学的に最安定な予測 熱力学的に最も可能性のある予測

RNA配列 RNA配列



RNA二次構造予測RNA二次構造予測

A C GUC UC C C G G U
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RNA

二次構造

塩基対形成

安定化

水素結合

塩基配列から二次構造を予測する

可能な塩基対の組合せは無数にある→短時間で正確に予測する方法を考える



予測例①予測例①

正解 本手法 RNAfold

Transfer RNA

mfold



予測例②予測例②

正解 本手法 RNAfold

G-CSF factor stem-loop destabilising element (SLDE) 

mfold



従来法の問題点従来法の問題点

• 最小自由エネルギー(MFE)構造＝最安定構造

• MFE構造≠正解

• MFEよりも少し不安定な構造が正解の場合あり

• 準最適解という考え方

• 多数の準最適解が存在→二次構造の分布



二次構造の分布二次構造の分布

塩基対形成確率

MFE構造を成す塩基

対が形成される確率
は低い

自由エネルギー（安定）

MFE構造

セントロイド（重心）構造

塩基対形成確率が最
大となる構造＝
セントロイド構造



ウェブサーバーウェブサーバー

• 入力
– 1本の配列

– マルチプルアラインメント

• 出力
– 予測塩基対

– 二次構造の図

http://www.ncrna.org/centroidfold

予測したい配列をコピー＆

ペーストしてボタンをクリッ

クするだけ

共通二次構造予測



二次構造予測の例二次構造予測の例

塩基対形成確率の大きさをヒートマップで表示


